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令和２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第３回花見川区役所部会議事録 

 

１ 日時：令和２年１０月１５日（木） ９：２０～１６：２０ 

 

２ 場所：花見川区役所２階 講堂 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

小野寺 浩一委員（部会長）、長根 裕美委員、宮葉 冨繁委員、伊藤 正和委員 

（２）事務局 

大八木地域振興課地域づくり支援室長、太和田主査、荒木主任主事、富永主事 

 

４ 議題： 

（１）形式的要件審査（第１次審査）及び提案内容審査（第２次審査）の概要について  

（２）指定管理予定候補者の選定について  

ア 千葉市花見川区畑コミュニティセンター  

イ 千葉市花見川区幕張コミュニティセンター 

（３）今後の予定について  

（４）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）形式的要件審査（第１次審査）及び提案内容審査（第２次審査）の概要について 

形式的要件審査（第１次審査）及び提案内容審査（第２次審査）の概要及び審査の

流れについて、事務局より説明した。 

（２）指定管理予定候補者の選定について  

ア 千葉市花見川区畑コミュニティセンター  

まず、応募があった団体について、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、応募資格の各要件を満たしていること、また、失格事由に該当し

ていないことを報告した。  

次に、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「株式会社京葉美装」、第２順位を「株式会社ワコーインターナ

ショナル」、第３順位を「日本環境マネジメント株式会社」として選定することを決

定した。 

イ 千葉市花見川区幕張コミュニティセンター 

まず、応募があった団体について、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、応募資格の各要件を満たしていること、また、失格事由に該当し

ていないことを報告した。  

次に、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「株式会社京葉美装」、第２順位を「株式会社ワコーインターナ
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ショナル」、第３順位を「日本環境マネジメント株式会社」として選定することを決

定した。 

（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。 

   委員からの質問等を受け付けた。 

 

６ 会議経過： 

○地域づくり支援室職員  それでは、皆様、おはようございます。委員の皆様におかれ

ましては、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 ただいまより、令和２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第３回花見川区役所

部会を開会いたします。 

 本日の司会は、第２回に引き続き、地域振興課地域づくり支援室太和田が務めさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の会議でございますが、お手元のファイルの参考資料２「千葉市市民局指定管理者

選定評価委員会の会議の公開及び議事録の作成等について（平成２２年７月１６日千葉市

市民局指定管理者選定評価委員会議決事項）」に定める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。 

 また、本日は、新型コロナウイルス感染症対策として、十分な換気等を行うため、窓を

開放しております。皆様におかれましては、出入口に消毒液を設置しておりますので、手

指消毒にご協力くださいますようお願いいたします。 

 また、職員はマスクを着用しておりますほか、地球温暖化防止の一環として、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、委員の皆様のご紹介ですが、前回の部会から変更はございませんので、恐れ

入りますが資料２「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会花見川区役所部会委員名簿」

をもちまして、ご紹介に代えさせていただきます。 

 また、職員につきましても、前回の部会から変更はございませんので、お手元にござい

ます「席次表」をもちまして、ご紹介に代えさせていただきます。 

 それでは、議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。 

 まず、机上にございます「次第」、「席次表」、「会議資料一覧」、「採点表」でござ

います。 

 次に、水色のフラットファイルに会議資料をご用意しております。 

 また、別冊資料として青色のドッチファイルに各申請者からの「指定申請書類」及び「提

案書」をつづってございます。 

 会議時間の短縮のため、各会議資料の確認は省略させていただきます。 

 配付した資料に不足等がございましたら、お知らせください。よろしいでしょうか。 

 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、全委員５名のうち４名にご出席いただいており、半数以上のご出席がありますの

で、「千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例」第１１条第７項において
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準用する第１０条第２項に基づき、会議は成立しております。 

 それでは、これより議事に入らせていただきます。 

 これからの議事につきましては、進行を小野寺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。 

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

力のほど、よろしくお願いいたします。 

 まず、議題１の「形式的要件審査（第１次審査）及び提案内容審査（第２次審査）の概

要について」に入らせていただきます。 

 まず、事務局より、形式的要件審査の概要、提案内容審査の審議方法及び具体的な審議

の流れについて、説明をお願いいたします。 

○大八木地域づくり支援室長  それでは、はじめに形式的要件審査（第１次審査）の概

要について、ご説明いたします。 

 形式的要件審査は、「選定要項」に定める応募資格の各要件を満たしているか、また、

失格事項に該当する者でないかについて、申請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。 

 資料３－２「形式的要件審査（第一次審査）結果一覧」をご覧ください。 

 千葉市花見川区畑コミュニティセンターの応募資格の各要件及び失格事由ですが、まず

応募資格としては、「ア 法人その他の団体であること」など１０項目が応募資格要件と

なります。 

 次に、失格事項として、「ア 提案書中の収支予算書において、募集要項に定める基準

額を超える額の指定管理料の提案をしたこと」など、７項目の失格事由でございます。 

 これらの応募資格及び失格事由について審査した結果が表の右側になります。応募資格

を満たしていれば「○」、そもそも該当とならない項目は「－」で記載してございます。 

 また、失格事由については、該当がなければ「○」の記載をしています。 

 審査結果については、後ほど説明いたしますが、この形式的要件審査（第１次審査）を

通過した者のみが、次にご説明いたします提案内容審査（第２次審査）へ進むことができ

ることになっております。 

 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

ご説明いたします。 

 まず、審議方法ですが、申請者から提出された「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って、各申請者

の得点とし、申請者の順位を決定していきます。 

 次に、審議の流れについてですが、資料１の「第３回花見川区役所部会進行表」をご覧

ください。 

 進行表の「（２）千葉市花見川区畑コミュニティセンター指定管理予定候補者の選定に

ついて」の下、「①一部審査項目の採点結果について報告」とありますが、まず、事務局

より、公募から形式的要件審査（第１次審査）までの経過及び応募状況と形式的要件審査

（第１次審査）結果についてご報告いたします。 

 続いて、申請者ごとにヒアリングを行っていきますが、ヒアリングの前にお手元の資料
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３－４「採点表」のうち、事務局であらかじめ採点した項目についてご報告いたします。 

 その次に、団体の経営財務状況について公認会計士である小野寺部会長より計算書類等

に基づきご説明をお願いしたいと存じます。 

 財務状況をご説明いただいた後、申請者に入室していただき、申請者へのヒアリングを

行います。その際、最初に申請者より出席者の紹介を含め、提出した「提案書」について

１０分以内で説明をしていただきます。８分を経過した時点でベルを鳴らし、説明をまと

めるよう応募者に促します。その後、２０分間の質疑応答を行っていただきますので、申

請者へご質問がある場合はこの時間にご発言をお願いいたします。質疑応答の終了２分前

と終了時にそれぞれベルを鳴らします。 

 なお、申請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分を超えないこ

とといたしますので、よろしくお願いいたします。 

 申請者の退出後、約５分程度ですが、お時間を取らせていただきますので、委員の皆様

には採点をしていただきたいと存じます。 

 その後、次の申請者に入室していただき、ヒアリングと採点を行い、すべての申請者の

ヒアリングが終了いたしましたら、１５分程度お時間を取らせていただきますので、すべ

ての申請者の採点を再度ご確認いただき、資料３－４「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、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。この集計結果をもって部会として申

請者の順位を決定させていただき、選定理由などについて意見交換を行い、部会としての

意見をまとめていただきたいと存じます。 

 なお、採点の結果で過半数の委員が「Ｄ」の評価をした項目がある場合、又は１人以上

の委員が「Ｅ」の評価をした項目がある場合は、その申請者を失格とするかどうかについ

ても協議していただくことになります。 

 すべての審査が終了しましたら、「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。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの説明について、何かご質問ございますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、次に、議題２「千葉市花見川区畑コミュニティセンター指

定管理予定候補者の選定について」に移ります。 

 それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、はじめに、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。 

 まず、公募についてですが、７月２７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。 

 次に、８月６日に、申請者を対象として「募集要項等に関する説明会」及び「施設見学

会」を開催するとともに、８月１１日から１４日までの間、「募集要項」等に対する質問

を受け付け、回答を８月２１日に市のホームページに掲載いたしました。 
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 その後、８月３１日から９月４日の間に、指定申請書等の提出書類を受け付けたところ、

資料３－１「申請者一覧」のとおり、株式会社京葉美装、株式会社ワコーインターナショ

ナル、日本環境マネジメント株式会社の三つの法人から申請がありました。 

 続きまして、資料３－２「形式的要件審査（第１次審査）結果一覧」をご覧ください。 

 「千葉市花見川区畑コミュニティセンター」の指定管理者の申請者に係る第一次審査の

結果について、ご報告させていただきます。 

 各審査項目の内容について事務局にて審査した結果、「暴力団関係」の項目を除き、応

募資格の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。 

 なお、現在警察へ照会中の「暴力団関係」の項目については、今後協定締結までの間に

指定管理予定候補者が該当することが明らかとなった場合には、指定管理者の指定を行わ

ないことといたします。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何かご質問はございますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは審議に入りたいと思います。 

 はじめに、株式会社京葉美装について審査します。 

 まず、事務局であらかじめ採点した一部審査項目について、ご説明をお願いいたします。

○地域づくり支援室職員  それでは、一部審査項目の採点結果について、ご報告させて

いただきます。 

 お手元にお配りした資料３－４「採点表」をご覧ください。 

 「株式会社京葉美装」についてでございます。 

 まず、「２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること」の「（１）同種の施設の管

理実績」ですが、花見川区畑コミュニティセンター等の現指定管理者であり、コミュニテ

ィセンターの管理実績があることから、５点と採点いたしました。 

 次に、「５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること」の「（２）管理経費

（指定管理料）」ですが、提案された管理経費の額を、所定の算定式に当てはめた結果、

基礎点が１５点、加算点が０点、よって合計で１５点と採点いたしました。 

 次に、「６ その他市長が定める基準」の「（１）市内産業の振興」ですが、千葉市入

札参加資格者名簿により確認をした結果、千葉市内に本店のある市内業者であることから、

３点と採点いたしました。 

 次に、「６ その他市長が定める基準」の「（３）市内雇用への配慮」ですが、施設従

事者に占める市内在住者は、２０名中１８名であり、８割以上であることから、３点と採

点いたしました。 

 最後に、「６ その他市長が定める基準」の「（４）障害者雇用の確保」ですが、法定

雇用率２．２％に対して実雇用率が１．４７％であり、法定雇用率を満たしていないため

０点、また、施設において障害者を１人以上雇用する提案があることから１点、合計で１

点と採点いたしました。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 
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 ただいまの説明について、何かご質問ございますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、株式会社京葉美装のヒアリングを行いたいと思いますが、

その前に「採点表」の２の「（２）団体の経営及び財務状況」について、公認会計士であ

る私より、計算書類等を基にご説明をいたします。 

（※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条第

３号に該当する情報（法人等情報）が含まれているため、表示していません。） 

○小野寺部会長  それでは、これから株式会社京葉美装のヒアリングを行います。 

 京葉美装さんをこちらへご案内をお願いします。 

[株式会社京葉美装 入室] 

○小野寺部会長  それでは、これからヒアリングを行います。よろしくお願いします。 

 まず、１０分間で、本日の出席者の紹介と提案内容を簡単にご説明をお願いします。終

了時間の２分前に、事務局のほうからベルで合図をしますので、まとめてください。説明

が終わりましたら、私どもから質問をさせていただきますので、お答えください。 

 それでは、ご説明をよろしくお願いします。 

○株式会社京葉美装（国吉）  それでは、よろしくお願いします。 

 まずは、ご挨拶申し上げます。私、京葉美装の代表の社長国吉でございます。 

 また、右から指定管理部長の三原、畑コミュニティセンター所長の小橋、そして、本社

設備担当の千葉市消防のＯＢの勝地、それから幕張コミュニティセンター副所長の石川で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まずは、「提案書」の３ページをご覧ください。 

 当社は創業６０年のトータルビルメンテナンス企業で、平成１８年から指定管理者とし

ての実績もございます。おかげさまで現在、当施設のほか千葉市内の穴川、鎌取、幕張と

４か所のコミュニティセンターの指定管理者に選定いただき、次の４ページに示すとおり、

新型コロナウイルスの影響を受けながらも、４施設ともに稼働率目標は市とお約束した数

値目標を達成しております。 

 次に、１０ページをご覧ください。 

 当施設は、今回、単独での応募ですが、千葉市のご覧の３法人をはじめ、地元団体には

各種業務や自主事業などで常に協力いただいております。このようにオール千葉で一致協

力することで当施設の更なる活性化ができると考えています。 

 次に、１１ページですが、当社には、当施設の設備員のほか、本社並びに当社の担当の

ほかのコミュニティセンターの設備員、また、市内の協力専門企業で高い技術や専門的資

格を持った人材集団である維持管理チームを組織していて、当施設をバックアップします。

例えば、本日も同席させていただいております当社の千葉市消防ＯＢの社員による施設の

自主点検などを行い、常に施設を最善の状態に維持するよう努めています。 

 次に、１５ページをご覧ください。 

 当社は１級建築士事務所と建設業という強みを生かし、当施設と幕張コミュニティセン

ターの２施設に設計施工で太陽光発電装置を設置し千葉市に寄贈、千葉市災害に強いまち

づくり政策パッケージにも貢献しています。これは電気料金の削減や昨年の台風での避難

所においても電力確保はもとより、ロビーに削減電力を表示して、利用者の省エネ意識の
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向上にもつながっています。引き続き、この装置を大切に維持管理してまいります。 

 このように、５年という指定期間に捉われない、千葉市に貢献する姿勢を貫き継続いた

します。 

 次に、１６ページをご覧ください。 

 点検体系については、日常、定期、臨時、緊急の４種類の点検を行います。特にほかの

施設の重大災害の際には、担当するすべての施設で緊急点検を行い、同様の事故防止に努

めます。 

 加えて、１７ページに入りますが、高い水準で維持管理を行うため、年間、月間の計画

策定、修繕メンテナンスを実施した記録を保存。新技術の積極的な導入、長寿命化４原則

の遵守などの措置を講じます。 

 次に、飛びますが２４ページをご覧ください。 

 災害発生時の緊急対応マニュアルを作成し、防災訓練や研修などで周知徹底しています。

すべての職員がＡＥＤ講習を受講、ＡＥＤの使い方カードを作成・携帯し、万一の場合に

も冷静で適切な対応ができるようにしています。 

 次に、２５ページに入りますが、昨年の台風で避難所になった経験を踏まえ、２４時間

体制で１週間常駐可能な体制を構築しています。避難所では、プライバシー確保や快適性

に加え、新型コロナウイルス対応にも配慮し、飛沫や三密防止対策の徹底、検温、自己申

告による体温確認などで部屋を区分し、所内でも想定した訓練を実施し、有事に備えます。 

 次に、２８ページをご覧ください。 

 受付には券売機を設置、電子マネー決済を導入し、混雑時の利用者の待ち時間の軽減、

そして新型コロナウイルス対策の非接触決済も対応いたします。 

 次に、３０ページをご覧ください。 

 サービス向上策ですが、当社担当施設では、接遇マニュアルを作成し、職員研修などで

周知徹底しております。この結果、アンケートでは接遇について、各館とも約９５％に満

足、おおむね満足との回答をいただいており、この手法を継続し高い接遇満足度を維持し

ます。 

 新型コロナウイルス対応として、入館時の受付で飛沫防止の区画、検温実施に加え、飛

沫ガードパネル、加湿器も貸出備品として備えます。 

 また、障害者や外国人に分かりやすいよう、対象実施事業に点字や手話の導入、外国人

に音声入力可能な翻訳アプリのタブレットを受付に配備します。 

 次に、３１ページご覧ください。 

 高齢者には、生涯学習無料相談窓口を設置し、コミュニティセンター内部の充実を支援

します。さらに、当施設を継続的に利用していただく工夫として、既に４施設で展開して

いる健康クラブを継続し、健康手帳の無料配布や健康宣言の受付を行い、市民の継続的な

健康づくりを支援いたします。 

 次に、３４ページをご覧ください。 

 ご覧の団体をはじめ、老人会やロータリークラブなど、地元ならではのネットワークを

生かし、連携した自主事業展開、さらにＳＮＳの活用としては、現在、当施設では毎日ツ

イッターでの情報発信を継続しています。また、市長にもご出演いただいて大好評の当社

オリジナルＹｏｕＴｕｂｅ番組、千葉コミュニティテレビ、そしてケーブルテレビのジェ
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イコム千葉さんでの当社スポンサー番組、コミュニティ通信では、各センターの所長、副

所長が司会者となり、サークルの皆さんにもご出演いただき情報発信をしています。 

 次に、３５ページをご覧ください。 

 現在、当施設をはじめ、４施設ではボランティアに参画できる登録制度を採用していま

す。自主事業でボランティア業務が発生した場合には、希望業務と合致する登録者のみ連

絡し、都合がつく場合に参加していただきます。当社担当施設共通の登録制度なので、ほ

かの施設の利用者と交流促進にもつながると考えております。 

 次に、４０ページをご覧ください。 

 市からの受託業務の畑コミュニティセンターまつりですが、実行委員会を組織し、当社

が事務局を担当、従来から実施されていたサークル活動発表会などは継続するとともに、

更なるブラッシュアップで来場者の感動に迫ります。イベントについては、警察や消防、

民間企業など地元近隣諸団体にも協力いただき展開いたします。 

 次に、４４ページをご覧ください。 

 自主事業ですが、ご来場のきっかけ、多世代交流、地域社会貢献を念頭に、２ページに

も掲げさせていただいた花見川区の五つのまちづくり政策をテーマに、４５ページから４

７ページに示すような各種テーマごとの事業を展開いたします。そして、ご好評につき、

毎年恒例開催中の東京五輪、３．１１福島復興支援、北朝鮮拉致問題などをテーマとした

事業も継続します。 

 また、千葉市関連諸団体の加曽利貝塚、千葉都市モノレール、千葉市動物公園、さらに

日本サッカー協会夢フィールド、ジェフユナイテッド、稲毛海浜公園の指定管理者など諸

施設とも連携し、千葉市の山手エリアとベイエリアの市民交流を図る事業を展開する予定

です。 

 最後に、表紙にも明記させていただきました一燈照隅萬燈照国、当コミュニティセンタ

ーに集う方々が笑顔あふれることで、地域、千葉市、そして日本が輝かせるよう、千葉市

のコミュニティセンターから日本創生をテーマに日々活動したいと考えております。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終了させていただきます。ご審議よろしくお願い

いたします。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様からご質問ございましたら、お願いします。 

○長根委員  様式３－２号です、管理運営の執行体制のところで質問がありまして。所

長、副所長のほかに部長さんとして月に５日間勤務なさる統括責任者がいるみたいなので

すけれども、こちらはどういう仕事をなさる方なのですかね。 

○株式会社京葉美装（国吉）  すみません、今ここにいる三原ですが。では、三原のほ

うから、少しその辺りの業務の流れの話を。 

○株式会社京葉美装（三原）  業務は主に４館を見ていくのですけれども。この既存の

４館、これを毎月４回から５回ぐらい、巡回で、皆様、適切な業務をされているかどうか

というのをチェックしながら指導しているような状況でございます。 

○長根委員  分かりました。ありがとうございます。 

○小野寺部会長  ほかにございますでしょうか。 

○小野寺委員  私のほうから質問させていただきます。提案書の４２ページ、成果指標
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の数値目標の考え方のページですけれども。市が設定した目標、具体的には稼働率と利用

者数になります。この目標が高いのか低いのかというのもありますけれども、この提案で

すと令和７年度にそれぞれ達成するという、そういう目標というふうに記載されています

けれども。これを本当に達成するために具体的にどのようなことをやっていくのかという

のをもう一回説明していただけますか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  これは、我々の事務所のスタッフが本当に総力戦という

ことで、スタッフの受付から設備担当、清掃担当が見えるようなところに、事務所に毎月

の稼働率を発表しています。どこどこの部屋が今月、目標にいっていないねということに

なれば、そこの部分に関して集中的に所長をはじめ、号令をかけて、例えば自主事業とか

で計画しているものがあれば、本当に受付のスタッフが今月、何月何日にこういう事業が

ありますからどうですかというような案内をするような形で、数値に対する執念というの

をオール事務所のスタッフで掲げているのがまず１点です。 

 あとは、魅力ある自主事業とか、特に畑コミュニティセンターは私どもがお預かりして

いる中では稼働率が低いほうなのですけれども、そういった部分を逆手に取って、今期の

５年間の中では種まきとして、フットサルを新しいイベントとして導入して、体育館の貸

出器材としてフットサルのコートとかボールを貸出備品に備えて、千葉市サッカー協会の

方といろいろ相談しながら、サッカー協会のほうも通知していただいたりですね。 

 あとは、次年度の目標にも入れさせてもらいましたけれども、ジェフユナイテッド千葉

さんですね、やはりフットサルの個人利用、こういったものも５人いなければできないで

すけど、最近やはり個人主義ですので、チームでいつも練習するのは嫌だけど、フットサ

ルやりたいよというニーズが、ジェフさんと話したらそういうニーズがあるそうで、個サ

ルですね。それを畑で導入するとか。 

 あとは、夜の空いている時間帯に、既に鎌取コミュニティセンターで試験導入している

のですが、夜の映画館といいまして、映画を上映したいけど自主上映できない方とかもい

らっしゃいますので、例えば大学のサークルさんとか、あと地域のそういった映画研究会

とかです。 

 あと、我々が第一歩として始めたのは、銚子電鉄の電車を止めるなというところを鎌取

でスタートして、そこがやり方とか好評なのが、畑、幕張に導入、もう既に機材は入って

いますので、開催する準備に入って、次年度４月以降もそういった切り口でやっていきた

いというふうに。とにかく、空いている時間帯、そういったところを詰めていきたいとい

うふうに考えています。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 伊藤委員、お願いします。 

○伊藤委員  細かいことになってしまいますが、緊急時対応は大変大事なことでありま

すので、質問させていただきます。例えば１０年前の東北沖地震のような場合、子どもや

お年寄りがたくさん参加している時、先ほどマニュアルを考えていらっしゃると伺いまし

たが、どのように対処なさるのか教えて下さい。 

○株式会社京葉美装（国吉）  ありがとうございます。その辺りも昨年の１０月の１５

号、１９号の台風でまさに畑コミュニティセンターも避難所となりまして、千葉市のご指

導をいただきながら運営したのですが、私ども実際に避難所というのは、やはり慣れてお
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りませんので、自主事業にも書かせていただいた避難所体験会というものを開催、避難所

運営委員会のようなものを連携しながら開催します。その内容は、今具体的に進めている

のが、避難所運営ゲームという３日ぐらい前にＮＨＫでニュースでやっていたのですけれ

ども、現在、公民館でやったものを速やかに連絡を取って、それが千葉で開催できるよう

な運びで今年度中には１回、我々のコミュニティセンターで一度何とか避難者協会という

のが松戸にあるものですが、そこからボランティアに来ていただいて、一応、避難所運営

ゲームをやる。それから、あとスマホ教室も実は災害弱者にとって、やはり高齢者の方は

ガラケーが多かったりするとスマホで災害時にいろいろな情報を取れたり、避難者を守ら

れたりするツールありますので、実はスマホ教室もそれとセットにして、避難所体験会の

中で災害弱者を出さない。そして、避難所の体験会では、実際の避難所としてなったとき

のシミュレーションをかけると。 

 それから、防災備蓄品が館内の３か所ぐらい入れさせていますので、どこの場所にどう

いった食材だとか、どういった毛布とかがあるのかというのを、やはり我々や地域の方が

把握して、そういったものを実際使ってみて、そういったものを具体的に新しい年度では

やっていきたいということで計画をしているところでございます。 

○伊藤委員  関連してですが、やはり大事なのは命です。本震があって、その後余震が

続くことがあります。その余震中に子どもを帰してしまうのか、家庭に連絡して迎えを待

つようにするか等の対処を考えていらっしゃるかを知りたかったのです。それを体験した

者として、このような細かいところまで相談しておいた方がよいと思いました。 

 それから、もう一点いいですか。これは地域行事の関係なのですが、千葉県重要無形文

化財に指定された式年大祭が来年１１月に行われる予定です。畑町の子安神社から神輿が

出ます。朝８時に出て、父親の三山神社へ挨拶に行き、次の日の明け方、幕張の昔の浜で

磯出式を行い、畑コミュニティセンター前の道路を神輿を担いで朝８時に子安神社に戻る

２４時間の渡御があります。私も今まで７回参加しましたが、前の回３回は明け方に、畑

コミュニティセンターでお世話になりました。温かいみそ汁をすすりながら、感謝した思

い出があります。 

 来年１１月には、このようなご配慮が頂けるのかどうか、お聞かせ頂きたいと思います。 

○株式会社京葉美装（国吉）  では、七年祭りに関しては所長の小橋のほうから。 

○株式会社京葉美装（小橋）  前指定管理者からも、我々は引き継いでおります。七年

祭りに関しては、磯出式の後、伊藤委員、早朝とおっしゃいますけど、お戻りになるのが

ほぼ夜中ですね。そこは地域の畑町町会の婦人部の方たちの炊き出しとかのタイミングも

うかがって、ほぼ、その仕込み時間云々等々に合わせて職員も勤務します。恐らく前回、

前々回と同じように皆さんのほかに、１１月ですから気候によってはかなり寒いというこ

ともありますので、そこは館内の暖房等を不備がないように進めますので、ご安心いただ

きたいと思います。 

○伊藤委員  どうもすみません、細かいところまで。 

○小野寺部会長  宮葉委員、何かありますか。 

○宮葉委員  今お話をいただいた中で、社長さんから話があったように、コロナの影響

等でも避難所運営委員会というのがいろいろ地域で検討中なのですが。私も一応名目は地

区の会長をやっているのですが、これについてもっと積極的に。現実にはちょうど、コミ
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ュニティセンターの近くの地区連の仲間なのです。今のところうまくいっていませんから、

その辺りを地域とともに少しご相談してほしい。非常に心配だと。一生懸命やっているの

ですが、世の中の変化というものすごく激しいもので、幾ら検討しても千葉市役所のほう

から、新しい要件に向け、これはどうだ、あれはどうだってどんどん決まる。そういう今、

手に負えていませんので、地区の大型マンションが並んでいる区の皆さんと、委員会をつ

くってありますから、相談に一緒になってやっていただきたい。これだけは少しお願いし

ます。 

○株式会社京葉美装（国吉）  ありがとうございます。それに対して、やはり自助、共

助、公助、自分たちが守る、自分たちの仲間を守る、やはり公助というのは最後になって

きますので。やはり避難所委員会の皆さんで、これもご指導いただきたいと思っています

し、その皆さんのコミュニティセンターの避難に対する関心を高めたいということで、今

回、避難所体験会を新しい年度からやって、スマホ教室とか避難所運営ゲームとか、そう

いったものから興味を持っていただいて、一つの雰囲気を作りたいなというふうに考えて

います。 

○株式会社京葉美装（小橋）  今、畑の現状をご説明させていただきますと、１１月８

日にも避難所開設運営訓練がありますけれども、毎年避難所運営、当然市の職員、それか

ら地域の防災会、自治会ですね、それと施設の職員我々が三位一体になって行われます。 

 避難所開設訓練も短い時間で、なるべく効果的なものを行えるように、毎回考えていま

すけれども、特に畑コミュニティセンターでは、今、畑町の防災会とかなり緊密な関係を

持てるように頑張っているところで、今年は防災訓練が避難所開設と重なってしまって、

新型コロナの影響もあって開催できないのですけれども、毎回、地域の方、できるだけた

くさんの方に参加いただきたいということで、例えば県内の業者である石井食品さんに非

常食の提供をお願いしたり、防災会と一緒にその辺りの活動をして、なるべく地元の方の

意識を高める、参加していただくという方向で微力ながらお手伝いをさせていただいてい

ます。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

○小野寺委員  もう１個、私から１個だけお願いしたいのですが、５８ページの次の、

ページ数ないですけど「提案書」の様式２５号の、この収支の予算書というところをご参

照いただきたいのですけれども。これは指定管理料を算定する表ですけれども、売上の部

分の利用料金収入があって、それから、コストの部分の人件費、経費があって、これは作

られていますけれども。これまで、今やっていただいているからというのがありますけれ

ども。今回の提案で、ここの計画をつくった根拠といいましょうか、あるいは今やってい

るのから改善した点とか、そういったものがあれば教えていただけますか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  ありがとうございます。基本的には、今までの年度を踏

襲している部分がございますけれども。やはり毎年、ここ最低賃金の値上げとか人件費の

上昇とか、あとは有給休暇のそういった取っていただく体制とか、そこは全く遵守した形

で我々やっていますし。ただ、それが５年前のときは、働いている方々の意識もそこまで

高くなかったということもあるので。ただ、我々、今もその部分で人件費、ましてやそう

いった経費まで踏まえて、これはもう誰が見ても働きやすい職場ということで、人件費に

関しては前年度よりも少し高めには設定させていただいております。 
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 あと、その他の部分に関しては、前指定管理者の中のものを踏襲しているというふうに

は判断しています。 

○小野寺委員  人件費はそうですね、最低が上がっていて、その中でも人件費が半分以

上ですね。 

○株式会社京葉美装（国吉）  働いていらっしゃる方の意識もいい方向に私は変わって

いると思うので、それはそれで会社としてもきちんとした会社に。この指定管理の仕事を

させていただいているおかげで、そのほかの仕事の人たちにもきちんとした法令に関する

ものは整備できる。それは私ども中小企業としてもありがたい仕事だと思っています。 

○長根委員  「提案書」様式第１号に関わることだと思うのですが、具体的な明記がな

かったのでお伺いします。平等利用に関してです。 

 予約の取り方によると思うのですけれども、もし、早い者勝ちみたいな予約の取り方で

すと、時間のある方は昼間などに予約を取ることができて、ずっとそのサークルとか団体

とかが、ずっと使うことになると。 

 その後、新しい新規の方とか、あるいは、普段時間がなくて、簡単に予約が取れないよ

うな方々が元から排除されてしまうという可能性もあるのではないかと少し考えていて。

特に、指定管理が長くなると、やはり職員の方と住民の方との顔見知りがあって、なあな

あではないのですけれども、そういう関係ができて、お得意さんだから優遇してあげよう

みたいな感じで、ずっと同じ方たちが利用してしまって、ほぼ独占ではないですけど、私

物をずっと置きっ放しにするとか、そういう問題とかに対しては、どのようにお考えでし

ょうか。 

○株式会社京葉美装（小橋）  今ご質問で、一つは、これは市内のコミュニティセンタ

ーにかかわらず、公共施設は千葉市施設予約システムというものを導入して、予約をすべ

て承っております。 

 ２か月後に関しては抽選予約ということで、１日から１０日までの間に希望を出してい

ただいて、１１日に機械的な抽選を行って、お部屋の当選、落選が決まりますので、ここ

は不平等はないと。それ以降、２か月先まで、もう抽選が終わった後の予約に関しては先

着予約となりまして、ここは確かにおっしゃるとおり早い者勝ちになります。 

 予約システムを取り入れておりますので、基本的には利用者のサークル団体の担当者が

スマホ等で直接予約が取れるシステムになっています。 

 ただ、この畑には限らないと思いますけれども、やはりそういった環境問題、それから、

高齢の団体になるとモバイルが使えないという団体に対しては、電話でお申込みをいただ

いて、それを電話で聞き取りながら復唱、書き取ったものを基に職員が入力代行を行うと

いうことを行っていますので。お話にあった、頻度の高いサークル団体を優先するという

ことは全くありません。ですので、そういったモバイル環境に乏しい、もしくは使えない

団体さんに対しても、職員がお電話で承って代わりに入力するということを行っています

ので。私どもとしては今現在できる範囲では平等に行えていると考えています。また、そ

こは徹底してまいります。 

○長根委員  分かりました。 

○小野寺部会長  そろそろ時間ですが、最後に一言お願いします。 

○株式会社京葉美装（国吉）  私どもコミュニティセンターから日本を創生ということ
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で、やはり、地域の方の輝く笑顔をたくさん作っていきたいなと、市の皆さん、地域の皆

さんと協力し、ご指導いただきながらしていきますので、引き続き畑コミュニティセンタ

ーの指定管理者としてご選定いただけましたら幸いでございます。ひとつどうかご審議よ

ろしくお願いします。ありがとうございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、これでヒアリングを終了します。京葉美装の皆様、ありがとうございました。 

[株式会社京葉美装 退室] 

○小野寺部会長  それでは、委員の皆様、今のヒアリングを踏まえて採点をお願いしま

す。大体５分ぐらいでお願いします。 

[採点] 

○小野寺部会長  また後で採点する時間ありますので、次に進めさせていただきたいと

思います。 

 それでは次に、株式会社ワコーインターナショナルについて審査を行います。 

 まず、事務局であらかじめ採点した一部審査項目について、ご説明をお願いいたします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、お手元にお配りしました資料３－４「採点表」を

ご覧ください。 

 「株式会社ワコーインターナショナル」についてでございます。 

 まず、「２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること」の「（１）同種の施設の管

理実績」ですが、逗子市市民交流センターなどの現指定管理者であり、コミュニティセン

ターと同種の管理実績があることから、５点と採点いたしました。 

 次に、「５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること」の「（２）管理経費

（指定管理料）」ですが、提案された管理経費の額を所定の算定式に当てはめた結果、基

礎点が１５点、加算点が１０点、よって合計で２５点と採点いたしました。 

 次に、「６ その他市長が定める基準」の「（１）市内産業の振興」ですが、千葉市入

札参加資格者名簿により確認をした結果、千葉市内に支店のある準市内業者であることか

ら、２点と採点いたしました。 

 次に、「６ その他市長が定める基準」の「（３）市内雇用への配慮」ですが、市内在

住者の雇用１００％を目指すことを提案しており、また、現スタッフを継続雇用すること

及び現在千葉市民でない職員の職種の新規採用が必要となった場合には、千葉市民を優先

して雇用することを提案していることから、３点と採点いたしました。 

 最後に、「６ その他市長が定める基準」の「（４）障害者雇用の確保」ですが、同社

は法定雇用数が１に満たない団体でありますが、障害者を１名以上雇用しているため２点、

また、施設において障害者を１人以上雇用する提案があることから１点、合計で３点と採

点いたしました。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何かご質問ございますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  では、株式会社ワコーインターナショナルのヒアリングを行いたいと

思いますが、先ほどと同様に、「採点表」の２の「（２）団体の経営及び財務状況」につ
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いて、公認会計士である私より、計算書類等を基にご説明いたします。 

（※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条第

３号に該当する情報（法人等情報）が含まれているため、表示していません。） 

○小野寺部会長  それでは、これから株式会社ワコーインターナショナルのヒアリング

を行います。ワコーインターナショナルさんをこちらへご案内してください。 

[株式会社ワコーインターナショナル 入室] 

○小野寺部会長  それでは、これからヒアリングを行いますので、よろしくお願いいた

します。 

 まず、１０分間で本日の出席者の説明と提案内容を簡潔に説明をお願いします。終了時

間の２分前に、事務局からベルでお知らせをさせていただきます。説明が終わりましたら、

私どもから質問させていただきますので、お答えください。 

 それでは、ご説明をよろしくお願いします。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  私ども株式会社ワコーインターナショ

ナルと申します。 

 今回のコミュニティセンターの総括担当をします井上と申します。よろしくお願いしま

す。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  同じくワコーインターナショナル指定

管理事業部の井上と申します。よろしくお願いいたします。 

○株式会社ワコーインターナショナル（菊地）  同じくワコーインターナショナル指定

管理事業部の菊地と申します。よろしくお願いいたします。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  それでは、こちらの提案書のほうの内

容についてご説明のほうさせていただきたいと思います。 

 まず、管理運営の基本的な考え方についてご説明させていただきます。 

 手前ども株式会社ワコーインターナショナルは指定管理者として、公の施設を管理運営

するに当たり、１ページ目に様式１に記載しました管理運営の基本理念に基づき、施設、

地域の特性を考慮した施設運営を実施し、施設価値を最大限に高め、活発な地域コミュニ

ティの醸成を図ります。 

 管理運営の基本理念としましては、七つの視点を用意しておりまして。１、安心・安全・

快適な施設づくり、２、適正な維持管理、３、サービスの向上、４、公正公平な利用の確

保、５、経費の縮減、６、環境負荷の低減、７、本施設にふさわしいプロモーション活動、

以上７点になります。これら理念の下、利用者や市の担当所管など様々な関係者との直接

的、間接的なコミュニケーションを重視した心の通った管理運営を目指します。 

 また、本施設の設置目的である地域住民の学習、文化事業、活動の場の提供の実現のた

めにコミュニティ活動の促進と、市民主体のまちづくりといったビジョンを掲げています。 

 ミッションとして低廉な料金での事業提供、コミュニティ活動の情報発信を掲げ、稼働

率や利用者数、諸室の稼働率の向上に努めます。 

 指定管理者として公の施設の管理代行者という重大な責務を担っていることを自覚し、

法令遵守、公正公平、平等利用を確保するといった行政手続の原則を遵守します。 

 また、千葉市の施策とともに、共に担うという意識を常に持ち、市との緊密な連携、市

内産業振興、市内雇用への配慮を行い、経費縮減、市民サービスの向上の両立といった効
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率的かつ安全安心に配慮した管理運営を実現いたします。 

 続きまして、運営管理実績について、ご説明をさせていただきます。 

 私たちは逗子市市民交流センターや白岡市Ｂ＆Ｇ海洋センター、小松川区民館、平井コ

ミュニティ会館などの同種の指定管理者や公民館運営等を担ってまいりました。現在、２

０施設の公の施設を管理運営しており、創業から５０施設以上の豊富な実績がございます。 

 同種の施設における管理運営で培った豊富なノウハウ、経験を最大限に発揮し、利用者

サービスの向上、業務の効率化、行政コストの節減、収益力の強化など、民間事業者なら

ではの柔軟な発想や企画力を最大限に生かし、本施設の運営をよりよくしていきます。 

 私たちは特に地域の人々に幅広く支持、利用されることを目指します。そのため、本施

設の地域の特性や、現場のニーズを十分に踏まえた施設運営に力を入れます。新たなニー

ズや時代の変化に応えるために、創造力やチャレンジ精神を併せて、こちらの施設で発揮

していきます。 

 管理運営の執行体制としての人員配置に関する考え方についてご説明をいたします。 

 利用者の安全第一を考えた緊急体制として、責任者が在館している体制を必ず構築し、

緊急時には速やかに現場に駆けつけ、対応できる体制を整えます。人材配置としては、マ

ルチタスク化を実行し、無駄な人員配置を予防し、業務の効率化を行うとともに、職員同

士の連携を密にし、サービスの質の向上を図ってまいります。全職員の適正な業務環境を

維持するため、法定労働時間を遵守した体制を構築いたします。職員自らが成長できるよ

うな配置やシフト体制も同時に図ってまいります。 

 こちらの本施設の効用を最大限発揮するものとして、自主事業に関する基本方針につい

て、ご説明をさせていただきます。 

 これまで、弊社のほうで培ってきました経験、強みを生かし、集客を強く意識した自主

事業、イベント、教室等を企画・実施することが施設の効用を最大限発揮するものと考え

ております。これまでに当社が運営している施設では、様々な自主事業が展開されており、

事業に携わるスタッフが数多く在籍しております。様々な経歴や特技を生かし、本施設の

自主事業を積極的にサポートいたします。 

 具体的な自主事業としましては、Ｐ４４から４５に記述したような多数のアイデアあふ

れる自主事業を実践いたします。 

 ポイントといたしまして３点ほどございまして、まず一つ目、地域の特性やニーズをよ

く調べ、それらに沿った事業を積極的に展開。２、市が重視する政策である市民協働、子

育て支援、経済振興等も踏まえた事業を企画。３、利用が落ち込む時期や時間帯を見極め、

閑散期の対策として魅力ある教室等の開催を的確に講じます。以上３点を意識して、自主

事業に関しては運営してまいります。 

 地域の特性に合わせた趣味や健康をテーマにした多様な教室運営の展開、子育て、教育

世帯を積極的な支援に加え、初心者向け、若者向け、子ども、親子向けなど新規利用拡大

につながるよう新たな利用層に合わせた事業企画にも尽力し、施設の利用率の向上につな

げてまいります。 

 続きまして、収支予算においてなのですけれども、こちらに関しましては効率的な運用

をすることで指定管理料をより削減できるよう努めてまいります。また、利用者を増やす

ための提案を行うことで、利用料金収入を増やし、市の経費縮減をしてまいります。 
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 最後となりますが、千葉市においては令和３年に千葉市制１００周年、令和４年に政令

指定都市移行３０周年を迎えられるということで、弊社としましても千葉市の掲げるビジ

ョンに最大限の効果を発揮し、尽力いたします。 

 以上となります。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様からご質問がございましたら、お願いします。 

○長根委員  様式３－２の執行体制についてお聞きしたいのですけれども。様式第２５

号の人件費を確認しますと、かなり人件費を抑えていらっしゃるのだなという印象があり

ます。所長とか副所長の方、正社員でいらっしゃるということなのですけれども、そこも

結構低く抑えていらっしゃるからなのかなと思ったのですけれども。この書き方としてパ

ートの方７名、あとは受付のパートの方、昼の人７名、夜の人４名というふうに、そして

勤務日数３０日とありますけど、これは１人当たり３０日とかではなくて、要は常に３０

日間誰か常駐させているという意味でのことと思うのですけれども、大体この受付のパー

トの方、昼・夜それぞれ１人当たり月何日ぐらい出勤させるつもりで、また、１人当たり

の人件費ってどれぐらいを考えているのでしょうか。単純に割ってしまうと年間５０万と

かそれぐらいになってしまうのですけれども。この辺りはどのように回すというか考えて

いらっしゃるのですか。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  質問にお答えさせていただきます。 

 まず、受付の１か月の今表示させていただきます３０日の勤務日数に関しては、人工計

算がありまして、誰かしら、１人工が勤務しているという状態になっておりまして。 

 想定しているパートさん、受付の方たちの想定の勤務日数に関しましては、週で大体２

０時間未満の方たちを雇用するとともに、そのうちの１名から２名に関しましては週３０

時間の勤務時間を就労するようなパートの方たちを雇用する想定でおります。 

○長根委員  大体１人当たりどれぐらいの人件費というふうに考えて。時間によって違

うとは思うのですけれども。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  月で大体１人当たり。 

○長根委員  月と年間で。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  年間ですか。年間で１人当たりパート

の方で８０万から１００万円の想定で今考えております。 

○長根委員  分かりました。 

○小野寺部会長  ほかにいかがでしょうか。 

○伊藤委員  すごく細かいことですみません。色々な経験から、緊急時対応は大変大事

なことでありますので、質問させていただきます。例えば１０年前の東北沖地震のように、

子どもやお年寄りがたくさん参加している時、そういう事態が起こり、収まりつつあるが

余震がまだ続いているという時に、子どもやお年寄りの命を守るためにどのような指導を

なさっているのかお聞きしたいと思います。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  弊社としましても、１０年前の東北大

地震が起きた際に、私自身も現場のほうでスタッフとして勤務しておりました。その際に、

やはり利用者の方いらっしゃいました。そのときに対応といたしましては、まず、利用者

の安全というのを必ず確保ということを前提に、まずは建物の敷地外に避難をしていただ
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くというところから始まりました。その中で、その間もずっと少し余震が続いているとい

うことで、その当時は市の方針ということもあったので、なかなか連絡取れない状況では

あったのですけれども、利用者の方をそのまま自宅にお帰ししてくれということで話はあ

ったのですけれども。こちらとしましては少し余震が大分続いているような状況でもあっ

たので、そのときはできる限り本当に落ち着くまではその施設に待機というような形を取

らせていただきました。連絡等取れる手段をその間も常に取り続けながら、実際に行って

おり、取れたタイミングで家族と相談していただいて、迎えに来ていただくなり、こちら

の手の空いているスタッフがなかなか帰りにくい方に関しても付添いでご自宅まで送り届

けたりですとか、そういった対応をその際にはさせていただきました。 

○伊藤委員  ありがとうございます。その点が大変大事であると思っておりますのでお

聞きしました。 

 それから、もう一点いいですか。地域のニーズにこたえるという観点から、お聞きしま

す。千葉県重要無形文化財に指定された式年大祭が来年１１月に行われる予定です。畑町

の子安神社から神輿が出ます。船橋の三山神社へ挨拶に行き、次の日の明け方、幕張で磯

出式を行い、朝早く子安神社に戻る祭りがあります。いつも畑コミュニティセンターで明

け方早く休憩させていただきました。温かいみそ汁をすすりながら、感謝した思い出があ

ります。このような地域の大きな行事の折、貴社の基本方針・勤務時間・勤務体系の問題

等があるかと思いますが、ご配慮が頂けるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  私のほうからご説明させていただきま

す。 

 我々の指定管理事業、公共施設の運営管理をさせていただいた実績の中で、東京都の区

市町村の例を挙げさせていただきますと、江戸川区のほうで、私どものほうでコミュニテ

ィ会館、あとは総合体育館の指定管理をやらせていただいたのですけれども。その中でや

はり年に１度、江戸川フェスティバルというようなお祭りがございまして、お祭りの自治

会様から関わるサークル団体様、あとは江戸川区の職員様ですね、一同を会してその準備

にかかる、１か月前から準備させていただくのですけれども、その作業場所だったりだと

かを、そこのコミュニティ会館のほうでやらせてもらったりとか。稼働率で言うと、もう

日中、夜、夜中関係なくというところでやらせていただいた経緯もございます。 

 人員についてなのですけれども、バックアップ体制に関わってくるところなのですけれ

ども、弊社の指定管理事業部ないしは総括責任者のほうでバックアップさせていただきま

して、本当に夜中の作業が必要であれば夜中の作業、お手伝いさせていただきます。 

 そういった地域の方と連絡とか調整の中でご協力できるところは全力でさせていただき

たい。サポートしてまいりたいと思っておりますので、ご安心していただければと思いま

す。 

○伊藤委員 ありがとうございました。 

○小野寺委員  私から質問させていただきます。 

 まず、御社は指定管理のプロというふうに思いますけれども、この実績のところを見る

とプールが多いように見えます。コミュニティ会館もありますけれども、ここの畑コミュ

ニティセンターは、まさにコミュニティセンタープラス体育館なので、そういった実績っ

てどれぐらいおありでしょうか。 
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○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  今現在、創業以来スポーツというとこ

ろから弊社のほうは始まっておりますので、そこが確かに主になっているのは事実でござ

います。その流れの中で、先ほどお伝えしました江戸川区のコミュニティ会館の受付業務

ですとか運営管理のほうをさせていただいた中で、現在までに２７施設のこういったコミ

ュニティ会館の運営をさせていただいております。経験としてはございます。 

○小野寺委員  分かりました。 

 非常にと言ったらあれなのですけど、結構、厳しい場所にあるのですよ。目標というの

は利用人数とか稼働率の目標なのですけれども、結構厳しい現状なのですね。その中で明

確に数値の目標があって、それに対してもコミットしてもらうわけですけれども、そうい

う中で数字の計画で言うと売上は増えるのですね、利用者収入。どうやって増やすのか。

それから、自主事業、魅力的なものをご用意していらっしゃいますけれども、そもそも来

る人が少ないので、来ている人に案内するというのもありますけれども、いかに今まで来

ていない人にこういう面白いことをやっているのだよというのを伝えることが必要だと思

うのですけれども、その辺りをどうやってやるのかというのを、もう一度説明いただけま

すか。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  実際に今回の公募説明会等で現場のほ

うを見させていただきました。第一印象としましては、やはり稼働率、利用者数が大分、

正直少ないなと思ったところではございました。その中で、我々としましては、過去にや

はり同じような施設、あまり稼働していない利用率が低いといった施設を運営し、その中

で利用率をかなり引き上げた、パーセンテージ５％以上引き上げた実績がございました。

その実績を今回の千葉市の畑コミュニティセンターでも生かせると思い、こちらのほう応

募させていただきました。 

 具体的な施策に関してなのですけれども、こちらに関しては、やはり自主事業でまず目

新しいもの、こういったものが新しく常に情報発信として、畑では一番こういった魅力あ

る自主事業を実施しているのだというのをそこの施設で利用してもらっている方に、まず

は知ってもらうというところから始めようかと考えております。その知っていただいた方

から、またさらに地域住民のネットワークを通じて、そういったイベントを開催している

魅力ある事業がこちらのコミュニティセンターでは展開されているということを、まずは

口コミのところで広げていただきたいなというふうに思っております。その中で来館して

いただいた方には、いわゆるモニタリングですね、紙によるモニタリングですとか、そう

いったアンケートを取らせていただき、その中でどういうような情報発信をしていったほ

うがいいかというのも、逆に我々の目線だけではなくて、地域の方とも密接に関連性を作

りながら、例えばＳＮＳを使ったりですとか、そういった形の情報発信というのを行って

いこうかと考えています。 

○小野寺委員  ありがとうございます。 

○小野寺部会長  宮葉委員、何か質問はございますか。 

○宮葉委員  このセンターがどういう、町型なのか、農村型というと言葉は悪いけど、

どちらかといえば当然町型ですよね。それで、その中で自主事業というのですか、コミュ

ニティセンターは大抵、その辺り、どういうことやる、ああいうことやりたいという理想

をよく掲げていますけど、今回の場合、たまたま見たのは京葉美装さんと御社の話を少し
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ちらっと見たのですけど、収入の額が多いけど、あと、当然こういうのだったら赤字にな

ってしまうから、赤字を補填するようなことをやっているのかなと見たら、特に書いてい

ないのだけど。自主事業というのは、あまり採算が合わないと思いますけれども、どこの

コミュニティセンターでも。御社は、いや、そんなことないよと、それなりに工夫してい

るから、あるいは、行政から補助金をもらっているから大丈夫なのですよというようなと

ころが特別あるのかなと見ているのですけど、その辺りの見解は何かありますか。自主事

業を一生懸命やっているけど、そのお金は皆出資するお金になってしまうから、ここ少し

気になります。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  まず、弊社にて当指定管理者施設を運

営するに当たって想定している自主事業の方針といたしましては、自主事業をやることに

よって、そこで収入、採算を設けるかというと、そこまでは考えておりません。あくまで

自主事業の方針といたしましては、この施設を、こういうことをやっているのだよという

ようなＰＲ活動に充てたいという中で、その中でもどうしても指導員の派遣だとか、運営

上、費用がかかるものに関しては、教室参加者の方からお代をいただこうとは思っている

のですけれども、基本的には無料の教室を掲げまして、ＰＲ活動をやっていたりしていま

す。 

 どちらかというとその無料教室で参加していただいた新規の利用者だったりとか、今ま

で使ったことがなかった未利用者の方たちが施設を使うことによって、自分たちでコミュ

ニティを作って、自分たちでサークル団体を結成して、自分たちで諸室の利用を上げて、

それとともに施設の稼働率を上げていく、ないしは利用料金を増やしていくというのが

我々の収入の基本方針であります 

○宮葉委員  最近、ここ２、３年の状況というのは必ずしも。これからはよくなるのだ

というようなイメージでつくられているわけかな。採算性、将来性ともに、その辺りはい

かがですか。今のお話のとおり、コミュニティをつくるという、難しいテーマで中身がち

ょっとね。どこもそうなのですけど、コミュニティをつくるというのは非常に難しいと思

われるのですが、そういうこれからの新しい時代のコミュニティをどうつくっていくのだ

というふうに、立派にそちらが成功していけばいいなというような感想を持ちました。金

額的にはかなりあちらこちらから収入としていただいているのかなとこのように思います。

今これは畑と両方提案をいただいているわけですよね。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  幕張とということでしょうか。 

○宮葉委員  その辺りは、畑、幕張でそれぞれみんな違いますよね。冒頭に少し言った

のは、コミュニティセンターのある場所によって、どういう目標のものが、コミュニティ

は目標いくらかという心配もありますけど。現在はそういうどこを見てもそうですけど、

自主事業、これが一番心配になっています。 

 以上です。 

○小野寺部会長  その他、皆さんよろしいでしょうか。 

 それでは、残り時間、最後にＰＲをお願いします。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  我々ワコーインターナショナルは、実

績のほうなのですけれども、確かに指定管理者としての実績はまだまだ正直少ないところ

ではございます。ただ、今回の案件に関しましては、先ほども答えたのですけれども、こ
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ちらの公募説明会に参加させていただいた中で、こちらの千葉市の畑コミュニティセンタ

ーの施設においては、弊社手前どもがかなりこちらの施設にご協力できるのではないかと

いうふうに考えております。なので、我々としましては、こちらの施設でずっと言ってい

るとおり、最大限の効果を発揮し、魅力ある施設をつくってまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、これでヒアリングを終了します。ワコーインターナショナルの皆様、ありが

とうございました。 

［株式会社ワコーインターナショナル 退室］ 

○小野寺部会長  それでは、委員の皆様、今のヒアリングを踏まえて、採点をお願いし

ます。また５分くらいでお願いします。 

［採点］ 

○小野寺部会長  そろそろ時間ですので、また続きは後ほどまとめてお願いしたいと思

いますので、進めさせていただきます。 

 では、次に、日本環境マネジメント株式会社について審査を行います。 

 まず、事務局であらかじめ採点した一部審査項目について、ご説明をお願いいたします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、お手元にお配りいたしました資料３－４「採点表」

をご覧ください。 

 まず、「２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること」の「（１）同種の施設の管

理実績」ですが、松戸市市民センター等の現指定管理者であり、コミュニティセンターと

同種の管理実績があることから、５点と採点いたしました。 

 次に、「５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること」の「（２）管理経費

（指定管理料）」ですが、提案された管理経費の額を所定の算定式に当てはめた結果、基

礎点が１５点、加算点が２点、よって合計で１７点と採点いたしました。 

 次に、「６ その他市長が定める基準」の「（１）市内産業の振興」ですが、千葉市入

札参加資格者名簿により確認をした結果、千葉市内に本店・支店ともに設置していない市

外業者であることから、０点と採点いたしました。 

 次に、「６ その他市長が定める基準」の「（３）市内雇用への配慮」ですが、千葉市

在住者を優先的に採用すること及び現スタッフを継続雇用することを提案していることか

ら、３点と採点いたしました。 

 最後に、「６ その他市長が定める基準」の「（４）障害者雇用の確保」ですが、法定

雇用率２．２％に対して実雇用率が２．６３％であり、法定雇用率を満たしていることか

ら１点、また、施設において障害者を１人以上雇用する提案がありますが、１週間の所定

労働時間を１５時間程度としており、これは、市の定める「選定基準」に当てはめますと

１人以上雇用しない場合に該当することから０点、合計で１点と採点いたしました。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何かご質問ございますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、日本環境マネジメント株式会社のヒアリングを行いたいと
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思いますが、先ほどと同様に「採点表」、２の「（２）団体の経営及び財務状況」につい

て、公認会計士である私より計算書類等を基にご説明します。 

（※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条第

３号に該当する情報（法人等情報）が含まれているため、表示していません。） 

○小野寺部会長  それでは、これから日本環境マネジメント株式会社のヒアリングを行

います。日本環境マネジメントさんをご案内お願いします。 

［日本環境マネジメント株式会社 入室］ 

○小野寺部会長  それでは、これからヒアリングを行いますので、よろしくお願いしま

す。 

 まず、１０分間で、本日の出席者の紹介と提案内容を簡潔にご説明をお願いします。終

了時間の２分前に、事務局のほうからベルで合図をさせていただきます。説明が終わりま

したら、私どもから質問させていただきますので、お答えください。 

 それでは、説明をよろしくお願いします。 

○日本環境マネジメント株式会社（宮澤）  本日はプレゼンテーションの機会をいただ

き、誠にありがとうございます。 

 まず、はじめに自己紹介をさせていただきます。私は日本環境マネジメント株式会社副

社長の宮澤と申します。こちらが指定管理者事業本部小口、中谷でございます。以上の３

名で本日ご説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○日本環境マネジメント株式会社（小口）  本日は提出いたしました提案書に基づき、

特に当社が受けるポイントを中心にご説明いたします。 

 ２ページをご覧ください。 

 まず、はじめに、当社の会社概要からご説明させていただきます。 

 当社は平成１６年より指定管理者事業をはじめ、現在までグループ企業全体で６５物件、

１７８施設の運営実績があります。その経験の中で、施設のパフォーマンスを最大限発揮

するため、全施設に共通する基本理念を４点掲げています。 

 当社の基本理念に加え、当施設の設置目的や関連する市の計画を踏まえ、当施設の運営

基本方針を策定いたしました。 

 ３ページをご覧ください。 

 運営基本方針は２点掲げております。 

 まず、一つ目は、誰もがいきいきと活躍できる施設運営です。誰もが興味のあるものが

できる場を提供します。高齢者が地域で安心して暮らせるコミュニティづくりの機会を提

供します。誰もが安心して利用できる施設づくりを提供します。 

 二つ目は、市民の交流を深めることのできる施設運営です。市民の交流を深め、地域に

支え合いのコミュニティが生まれるきっかけを提供します。地域と連携し、次世代を担う

子どもの成長促進できるような機会を提供します。施設に滞在したくなるような施設づく

りを提供します。これらを達成することにより、市民のコミュニティ活動を促進してまい

ります。 

 ２８ページをご覧ください。 

 それでは、これから基本方針を作成するための具体的な提案についてご説明します。 

 サービス向上策についてご説明いたします。 
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 施設に滞在したくなるような施設づくりを目指し、季節のロビーイベントの開催やロビ

ーでのＢＧＭ、電位治療器の設置や図書の充実・入替え、健康器具の導入を行います。 

 ２９ページをご覧ください。 

 また、誰もが安心して利用できる施設づくりを目指し、館内の多言語表示、子どもや高

齢者、障害者、外国人への配慮等を行ってまいります。 

 ３９ページをご覧ください。 

 成果指標の数値目標についてご説明いたします。 

 諸室の稼働率は３７％、体育館の施設利用人数が１万８，７６１人を目標に設定いたし

ました。 

 こちらの数値目標を達成するために具体的な方策として、体育館個人利用者増及び利用

時間の平準化の提案についてご説明いたします。 

 現在は体育館の専用使用は日曜の午後、夜間のみとなっておりますが、日曜以外の曜日

にも専用枠を拡大します。現状の個人利用客の利用の影響を最小限にするため、個人利用

の比較的少ない午後、夜間の枠に限り、半館の利用予約を可能とします。 

 ４１ページをご覧ください。 

 次に、自主事業についてご説明いたします。  

 当施設の運営基本方針を実現するため、こちらの三つのキーワードに沿って自主事業を

実施します。  

 ４２ページをご覧ください。  

 具体的な自主事業の実施計画です。  

 一つ目のキーワードは挑戦です。ライフサイクルに応じた事業や幅広いジャンルの事業

を多数行うことで、一人でも多くのやってみたい、試してみたい方が気軽に挑戦できる機

会を本施設でご提供します。具体的には、シニア世代の挑戦として、健康体操やお年寄り

のためのスマホの使い方教室、子どもの挑戦としたお小遣いゲームやキッズ英語を開催し

ます。 

 ４３ページをご覧ください  

 また、誰もが挑戦できるそば打ち教室や美文字教室などを実施してまいります。  

 次のキーワードは安心です。誰もがいきいきと活躍できる施設とは、誰もが楽しみを見

つけるとともに一緒に楽しめる仲間が見つかる施設だと考えています。毎週施設にお越し

いただき、仲間と一緒に安心して楽しめる教室事業を実施します。具体的には、シニア世

代の仲間づくりにつながる定期講座として囲碁教室や健康マージャンを実施します。また、

子どもが同じ競技を通して仲間づくりのきっかけとするバスケットの体験やチアリーディ

ングの体験を実施してまいります。  

 ４４ページをご覧ください  

 次のキーワードは交流です。本施設の重要な役割の一つに、市民の交流の機会の提供が

あります。多くの方に施設にお越しいただき、楽しんでいただくこと、仲間と楽しむこと

に加え、普段は接点のない方同士が自然と交流できる機会を創出したいと考えています。

接点のない方同士が自然と交流するときに、いつも利用されている方だけでなく、どんな

方にも興味を持っていただき気軽に足を運んでいただけるような事業を実施します。具体

的には、子どもと高齢者の交流につながる昔遊びや似顔絵を描く体験を実施いたします。
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また、普段施設を利用していない方も気軽に来館していただき、交流につながるジャズラ

イブを開催します。さらに、クラフト教室の生徒さんの作品の出展などを行い、講座で学

んだ成果の発表の場とします。  

 次に、効果的な事業実施のための三つの取組みについて説明いたします。  

 一つ目のまとめて講座・お得パッケージでは、割引設定することにより、お試し感覚で

参加していただけるようにします。  

 二つ目の発展型の事業展開は、自主事業で習った技術をお客様に振る舞う機会を提供し、

地域との交流につなげます。  

 三つ目の切れ目のない開催は、数年で講座を開催し、いつでも参加できる環境を整えま

す。さらに、自主事業の講座終了後には、サークル化の支援を行い、仲間づくりやレベル

アップを図ります。  

 以上の取組みにより、これからの千葉市花見川区のまちづくりに寄与できるよう、交流

拠点として市民のコミュニティ活動のための施設を目指してまいりたいと思います。  

 以上でプレゼンテーションを終わります。ご清聴ありがとうございました。  

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様からご質問ございましたら、お願いいたします。  

○長根委員  「提案書」様式３－２の管理運営の執行体制についてお伺いしたいのです

けれども、かなり人数を絞っていらっしゃるなという印象があったのですけれども、これ

は要は、パートの方々の勤務日数を少し多めというのでしょうか、大体２０日前後ぐらい

にすることによって人数の少なさみたいなものをカバーしているのかなと思っているので

すけれども、これぐらいの人数で適正というのですか、回るという根拠というか、そうい

うものはあるのでしょうか。  

○日本環境マネジメント株式会社（小口）  当社グループ会社でも同じようなシフト体

制で行っておりますので、そこはできると思います。  

○小野寺部会長  ほかにございますでしょうか。  

○小野寺委員 では、私のほうから質問させていただきますけれども、施設も見学してい

ただいて、要項も読んでいただいて応募されてくださっているので、畑コミュニティセン

ターがどういう状況かというのは分かっていらっしゃると思いますけど、利用人数、稼働

率、少ない、低いのですよね。そういう中で数値目標にコミットしていただいて、あと、

魅力的な事業も計画されているということですけれども、来てくれた人にはこういうイベ

ントあるよとＰＲできますけれども、今、来ていない人に対してもどうやってそれをＰＲ

していくのかなと、そこがポイントだと思うのですけれども。その辺りのプロモーション

について、もう少し説明をいただけますでしょうか。  

○日本環境マネジメント株式会社（小口）  今回、ジャズライブというイベントを企画

しておりまして、いつもご利用されている方だけではなく、周りの、ほかの市民の方々に

も興味をいただけるようなそういったイベントをこれからも提案していければと考えてお

ります。 

○小野寺委員  今まで来ていない人にはどうやってそれを伝えるのですか。  

○日本環境マネジメント株式会社（小口）  広報活動としましては、インスタグラムや

ＬＩＮＥを用いて宣伝しまして。特にＬＩＮＥは最も生活に密着しているＳＮＳでもあり
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ますので、そういったＳＮＳで広報活動をしていければと。  

○日本環境マネジメント株式会社（宮澤）  それと、おっしゃるように、今来ていらっ

しゃる方への情報発信というのは、例えばホームページだったりだとか施設のチラシで情

報が発信できるのですけど。そもそも来ていない人への情報の発信方法というのは、これ

はどの施設でも結構、悩ましいところなのですけれども。提案書の３０、３１ページに記

載したとおり、例えば近隣の施設や企業への直接訪問を行って、広く知っていただくです

とか、あとは、学校や児童館へのチラシ配布、自治会、公共施設へのチラシ配布というこ

とで、ある程度、広域に魅力的な事業を知っていただいて、来ていただくきっかけにして

いただければというふうには考えております。  

○小野寺委員  それをどういうふうに伝えているかというのがポイントだと思うのです

けれども、今少し面白いなと思ったのは、感想なのだけれども、電位治療器みたいなのを

置くのは、これ多分、置いてあれば受けると思いますね。ただ、その辺りは高齢の方だと

思うので、もう少し幅広い世代というと、もう少し工夫したほうがいいのかなという気が

しましたけれども、まあ、面白い提案だなと思いました。  

 あとは、人数はそうですけれども、自主事業で、４２ページ以降でいろいろな教室のメ

ニューがありますけれども。これをぱっと見て、料金設定が少しアグレッシブだなと思っ

たのですね。これは民間でやっているのよりは安いのかもしれないですけど、割と普通の

値段でやるのかなと。であれば、恐らくそれなりのクオリティのメニューなのだと思いま

すけれども。それ先ほどの話と併せても、どうやって人にこういう面白いことをやってい

るから来てよ、お金を払ってよというところがどういうふうになるのかなというのがポイ

ントかなと思いました。それを基に売上の計画があって、それから、先ほどの長根委員の

質問があって人件費が入ってくるわけですけれども。結構、厳しめにつくられたような気

がするのですけれども。 

 ページで言うと、様式第２５号のところに収支の明細がありますけれども。ぱっと見の

印象としては、割と利用料の収入が多めにつくってあって、かつ、コストのほうの人件費

は最小限に抑えたのかなと思いますけれども。これはこういった指定管理を長年やってい

らっしゃるプロの皆さんですので、これでできるということなのでしょうけれども、特に、

この畑コミュニティセンターに応募するに当たって工夫された点は何かあるのでしょうか。 

○日本環境マネジメント株式会社（小口）  一番のポイントを言いますと、住民の方々

に施設を知っていただくことに重きを置きまして、先ほども言いましたジャズライブを計

画してまして、同時に、講座で作成したものを出展することで発表の場としております。

そういったイベントに周りの地域の方々にお越しいただいて、センターを知っていただく

ことで、地域の施設の認知度を向上していただき、稼働率を上げたいと思っております。  

○小野寺部会長  あと、ありますでしょうか。  

○伊藤委員  緊急時対応について、いろいろ考えて下さっておりますが、大変大事なこ

とでありますので、質問させていただきます。子どもやお年寄りがたくさん参加している

時、１０年前の東北沖地震のような緊急事態が起こった時、子どもやお年寄りの命を守る

ために、何か考えていらっしゃることをお聞かせください。  

○日本環境マネジメント株式会社（宮澤）  まずは、私どもも実はその頃に全国各地で

指定管理でやっておりまして、ちょうどここに近いところだと松戸でそのときの指定管理
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をやらせていただいておりました。そのときの経験も生かして、やはりそういう万が一に

備えるのは、もう準備と訓練しかないと私たちは思っていまして、できる限り現実味があ

る訓練をやりたいというふうに考えておりまして。どの施設でも、普通防災訓練のときは

スタッフだけでやることが多いのですけど、そこに住民の方ですとか、利用団体の方に参

加していただいて、お客さんが入った状態で防災訓練をやることを年１回以上行っていま

す。これによって、スタッフだけだとみんなもう知っているので、動きが大体は分かるの

ですけど、お客様がどういう動きをされるか分からないので、それに備えた訓練を行うこ

と、この準備を整えることが一番の大事なことかなというふうに考えております。  

○伊藤委員  ありがとうございました。このような緊急事態が発生した時に決断を下す

のは上司です。勤務体制を拝見すると所長さんと副所長さんの勤務時間を工夫し、必ず責

任者が一人いるようにしていることは、大事なことだと思いました。  

 それから、もう一点いいですか。これは地域ニーズに応えるという観点からお聞きしま

す。畑町には７年に一度の式年大祭というお祭りがあります。明け方に、畑コミュニティ

センターの１階等をお借りして休憩させていただいておりました。このようなご配慮が頂

けるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。  

○日本環境マネジメント株式会社（小口）  今までもされていたということなので、こ

れからもそうさせていただきたいと思います。  

○伊藤委員  ７年に一度のことですが、私も３回経験し、この温かい対応に感謝しつつ、

お聞きしました。ありがとうございました。  

○小野寺部会長  宮葉委員、何かございますか。  

○宮葉委員  特にございません。  

○小野寺部会長  それではよろしいでしょうか。  

 まだ少し時間ありますので、何か最後にまとめをお願いできますか。  

○日本環境マネジメント株式会社（宮澤）  ご質問ありがとうございました。今、現指

定管理者さんもいらっしゃるところで新しく私どもチャレンジさせていただきました。今

回の花見川区様のコミュニティセンターを私どもの経験とノウハウで何とかもっと魅力的

な施設にできるのではないかなという意気込みで今回応募させていただきました。地域の

皆様と一緒に新たな魅力を作って行ければと考えておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。  

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、これでヒアリングを終了します。日本環境マネジメントの皆様、どうもあり

がとうございました。  

［日本環境マネジメント株式会社 退室］ 

○小野寺部会長  それでは、委員の皆様の今のヒアリングを踏まえて採点をお願いしま

す。 

 これで全申請者からのヒアリングがすべて終了しましたので、これまでつけていただき

ました「採点表」についてもご確認いただいて、点数を確定していただきますようお願い

いたします。  

 採点が終わりましたら採点表のほうを事務局職員にお渡しください。  

［採点・休憩］ 
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○小野寺部会長  事務局から集計結果の報告お願いします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、集計結果をご報告いたします。 

 お手元にお配りしました「集計表」をご覧ください。 

 「集計表」の一番下の合計欄の右端に総得点が記載してございます。 

 まず、株式会社京葉美装ですが、総得点が１３３．２５点でございます。次に、株式会

社ワコーインターナショナルですが、総得点が１２８．２５点でございます。次に、日本

環境マネジメント株式会社ですが、総得点が１１６．５０点でございます。 

 なお、今回評価いただいた結果ですが、０点がついた項目あるいは過半数の委員さんが

「Ｄ」又は「Ｅ」評価をつけた項目等はございません。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ただいま事務局よりご報告いただきましたとおり、千葉市花見川区畑

コミュニティセンターの指定管理予定候補者とすべき者の第１順位は株式会社京葉美装、

第２順位は株式会社ワコーインターナショナル、第３順位は日本環境マネジメント株式会

社ということになりましたけれども、これでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  それでは、次に、選定理由としまして、株式会社京葉美装さんの提案

内容において優れている点や工夫が見られる点、あるいは京葉美装さんに対する意見など

具体的な意見をいただきたいと思います。何かございますでしょうか。 

○長根委員  かなり地域密着というか、地域振興という観点で提案していただいたのは

非常によかったのではないかということと。 

 あとは、少し申し送り事項的なこととして先ほども言いましたけど、継続してこのコミ

ュニティセンターを運営していくに当たり、地域に密着というか馴染むというとすごくよ

いのですけど、その一方でトレードオフでデメリットというか、あまりにも特定のサーク

ルとか団体だとかと顔見知りになることによって、そんなことはないと思いますけれども、

どうしても融通を特別利かせてしまうとか、情というか顔なじみになってしまって。そう

いうことがないように、常に公平な扱いをするようにしてくださいということは申し伝え

たいと思います。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 伊藤委員、何かございますでしょうか。 

○伊藤委員  特にありません。 

○小野寺委員  では、少し私のほうで意見を申し上げますと、良かったところとしては

既存の管理者ということもありますけれども、よくこの畑コミュニティセンターの特徴を

分析されていて、何が求められているかというところの提案があったかなと思います。そ

れから、実施する事業についても、新しいことも取り入れて、これまでの経験を踏まえて

彼らも思ったことがあったのでしょう、新しいこともやってくれるということが書いてあ

りましたので、その辺りが評価できるなと思います。 

 一方、意見として申し上げたいことは、絶対的に利用者が少ない、収入が要は少ないの

ですね。その中で必要な定められた維持管理をしていくというのは、結構厳しいと思うの

です。そういう中で、この事業者が立てた計画の数値というのは、あまり我々の期待を大
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きく上回るようなことはなくて、ぎりぎり妥当かなという数字だったと思うのです。です

けれども、逆に言うと、これまでの経験を踏まえて現実的な収支計画に基づく管理費の提

案であったかなと思いますので。もう少し次期やっていただくに当たっては、立てた目標

は当然のことながら、それを上回るような収入、利用者の増、それから経費の削減に努め

ていただきたいなというのも申し上げたいと思います。 

○小野寺部会長  ほかには、あとは大丈夫ですか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、選定理由としましては、皆さんのご意見や「採点表」を確

認しますと、株式会社京葉美装が総得点で最も勝っていた。理由としては、特に地域密着

の提案内容であったこと。現指定管理者ということもあって、施設の特徴を分析した上で

提案しているというところが優れていた。また、自主事業において新しいことを取り入れ

ているなど、提案に工夫が見られたということで、よろしいでしょうか。 

 また、附帯意見としましては、特定の団体や利用者に偏らないように利用者に対して常

に公平な対応をしていただきたい。提案を上回るような利用料金収入、経費削減をしてい

ただきたいという意見が皆様からございました。 

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

いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長 ありがとうございます。 

 それでは、千葉市花見川区畑コミュニティセンターの指定管理予定候補者とすべき者を

「株式会社京葉美装」といたします。 

 千葉市花見川区畑コミュニティセンターの審査は以上となります。 

 それでは、次に、議題３「千葉市花見川区幕張コミュニティセンター指定管理予定候補

者の選定について」に移ります。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○地域づくり支援室職員  それでは説明させていただきます。 

 はじめに、前回の部会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。 

 まず、公募についてですが、７月２７日に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。 

 次に、８月６日に、申請者を対象として「募集要項等に関する説明会」及び「施設見学

会」を開催するとともに、８月１１日から１４日までの間、募集要項等に対する質問を受

け付け、回答を８月２１日に市のホームページに掲載いたしました。 

 その後、８月３１日から９月４日の間に、指定申請書等の提出書類を受け付けたところ、

お手元の資料４－１「申請者一覧」のとおり、株式会社京葉美装、株式会社ワコーインタ

ーナショナル、日本環境マネジメント株式会社、以上の三つの法人から申請がございまし

た。 

 続きまして、資料４－２「形式的要件審査（第１次審査）結果一覧」をご覧ください。 

 「千葉市花見川区幕張コミュニティセンター」の指定管理者の申請者に係る第一次審査

の結果について、ご報告させていただきます。 

 各審査項目の内容について事務局にて審査した結果、「暴力団関係」の項目を除き、応
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募資格の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。 

 なお、現在警察へ照会中の「暴力団関係」の項目については、今後協定締結までの間に

指定管理予定候補者が該当することが明らかとなった場合には、指定管理者の指定を行わ

ないことといたします。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何かご質問はございますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、審議に入りたいと思います。 

 はじめに、株式会社京葉美装について審査します。 

 まず、事務局であらかじめ採点した一部審査項目について、ご説明をお願いいたします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、一部審査項目の採点結果について、ご報告させて

いただきます。 

 資料４－４「採点表」をご覧ください。 

 「株式会社京葉美装」についてでございます。 

 まず、「２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること」の「（１）同種の施設の管

理実績」ですが、花見川区幕張コミュニティセンター等の現指定管理者であり、コミュニ

ティセンターの管理実績があることから、５点と採点いたしました。 

 次に、「５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること」の「（２）管理経費

（指定管理料）」ですが、提案された管理経費の額を、所定の算定式に当てはめた結果、

基礎点が１５点、加算点が０点、よって合計で１５点と採点いたしました。 

 次に、「６ その他市長が定める基準」の「（１）市内産業の振興」ですが、千葉市入

札参加資格者名簿により確認をした結果、千葉市内に本店のある市内業者であることから、

３点と採点いたしました。 

 次に、「６ その他市長が定める基準」の「（３）市内雇用への配慮」ですが、施設従

事者に占める市内在住者は、２３名中２２名であり、８割以上であることから、３点と採

点いたしました。 

 最後に、「６ その他市長が定める基準」の「（４）障害者雇用の確保」ですが、法定

雇用率２．２％に対して実雇用率が１．４７％であり、法定雇用率を満たしていないため

０点、また、施設において障害者を１人以上雇用する提案があるものの、１週間の所定労

働時間を１２時間程度としており、これは市の定める「選定基準」に当てはめますと、１

人以上雇用しない場合に該当することから０点、よって合計で０点と採点いたしました。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何かご質問ございますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、株式会社京葉美装のヒアリングを行いたいと思います。 

なお、２の「（２）団体の経営及び財務状況」については、先ほどの議題２において説明

しましたので、省略させていただきます。 

それでは、これから株式会社京葉美装のヒアリングを行います。 
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 京葉美装さんをこちらへご案内してください。 

[株式会社京葉美装 入室] 

○小野寺部会長  それでは、これからヒアリングを行います。よろしくお願いします。 

 まず、１０分間で、本日の出席者の紹介と提案内容を簡潔にご説明をお願いします。終

了時間の２分前に、事務局のからベルで合図をしますので、まとめてください。説明が終

わりましたら、私どもから質問をさせていただきますので、お答えください。 

 それでは、ご説明をよろしくお願いします。 

○株式会社京葉美装（国吉）  まずは、ご挨拶申し上げます。私、京葉美装の社長、国

吉でございます。また、右から指定管理部長の三原、幕張コミュニティセンター所長の森、

そして本社設備担当で千葉市消防ＯＢの勝地、それから畑コミュニティセンターの副所長

の須賀でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

まずは、計画書の３ページをご覧ください。 

 当社は創業６０年のトータルビルメンテナンス企業で、平成１８年から指定管理者とし

ての実績もございます。おかげさまで現在、当施設のほか、千葉市内の穴川、鎌取、畑と

４か所のコミュニティセンターの指定管理者に選定いただき、４ページにも示すとおり、

新型コロナウイルスの影響を受けながらも、４施設共に稼働率目標は市とお約束した数値

目標を達成しております。 

 次に、１０ページをご覧ください。 

 当施設は、今回、単独での応募ですが、千葉市のご覧の３法人をはじめ、地元団体には

各種業務や自主事業などで常に協力いただいております。このようにオール千葉で一致団

結することで当施設の更なる活性化ができると考えております。 

 次に、１１ページをご覧ください。 

当社には、当施設の設備員のほか、本社並びに当社担当のほかのコミュニティセンター

の設備員、市内の専門協力企業で高い技術や専門的資格を持った人材集団である維持管理

チームを組織していて、当施設をバックアップいたします。例えば、本日も同席させてい

ただいております当社の千葉市消防ＯＢの社員による施設の自主点検などを行い、次の１

２ページの事例のところに自主点検の結果、緊急性もあり、当社の判断と経費負担で維持

管理チームで実施するなど、常に施設を最善の状態に維持できるよう努めております。 

 次に、１５ページをご覧ください。 

 当社は１級建築士事務所と建設業という強みを生かし、当施設と畑コミュニティセンタ

ーの２コミュニティセンターに設計施工で太陽光発電装置を設置し、千葉市に寄贈してお

ります。千葉市災害に強いまちづくり政策パッケージにも貢献しています。これは電気料

金の削減や昨年の台風での避難所においても電力確保はもとより、ロビーに削減電力を表

示して、利用者の省エネ意識の向上にもつながっています。引き続き、この装置を大切に

維持管理してまいります。 

 このように、５年という指定期間に捉われずに、千葉市に貢献する姿勢を貫き継続いた

します。 

 次に、１６ページをご覧ください。 

 点検体系については、日常、定期、臨時、緊急の４種類の点検を行います。特にほかの

施設の重大災害の際には、担当するすべての施設で緊急点検を行い、同じような事故防止
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に努めています。 

 加えて、１７ページに入りますが、高い水準での維持管理業務を行うため、年間、月間

の計画策定、修繕メンテナンスを実施した記録を保存、新技術の積極的な導入、長寿命化

４原則の遵守などの措置を講じます。 

 次に、１９ページをご覧ください。 

 真ん中のところ、写真のところですが、隣接の幕張南小学校の協力でクリーンアンドフ

ラワー企画を展開しています。話は少し逸れますが、近隣との関係として、幕張南小学校

には昨年７月に開催の東京五輪１年前イベントで、校長先生をはじめ、生徒さん、ご父兄

様各位にもご参加いただきました。さらに、土日には小学校の駐車場を当施設の不足する

駐車場対策としてもご協力いただき、近隣企業のロックペイント様にもイベント時に駐車

場をご提供いただくなど、また、隣接の幕張第三保育所さんには、早朝に当施設の駐車場

を開放するなど、近隣様との関係を今まで以上に良好に継続してまいります。 

 次に、２４ページをご覧ください。 

 災害発生時の緊急対応マニュアルを作成し、防災訓練や研修など周知徹底します。すべ

ての職員がＡＥＤ講習を受講、ＡＥＤの使い方カードを作成・携帯し、万一の場合にも冷

静で適切な対応ができるようにしています。 

 次に、２５ページに入りますが、昨年の台風で避難所になった経験を踏まえ、２４時間

体制で１週間常駐可能な体制を構築しております。避難所では、プライバシー確保や快適

性に加え、新型コロナウイルス対応にも配慮し、飛沫や三密防止対策の徹底、検温、自己

申告による体調確認などで部屋を区分し、所内でも想定した訓練を実施し、有事に備えま

す。 

 次に、２８ページをご覧ください。 

 受付には券売機を設置し、電子マネー決済を導入し、混雑時の利用者の待ち時間の軽減、

そして新型コロナウイルス対策の非接触決済にも対応いたします。 

 次に、３０ページをご覧ください。 

 サービス向上策ですが、当社担当施設では、接遇マニュアルを作成し、職員研修などで

周知徹底しています。この結果、アンケートでは接遇について、各館共に約９５％に満足、

おおむね満足との回答をいただいており、この手法を継続し高い接遇満足度を維持します。 

 新型コロナウイルス対応として入館時の受付で飛沫防止の区画、検温実施に加え、飛沫

ガードパネル、加湿器も貸出備品として備えます。 

 また、障害者や外国人に分かりやすいよう、対象実施事業に点字や手話の導入、外国人

に音声入力可能な翻訳アプリのタブレットを受付に配備します。 

 次に、３１ページに移り、高齢者には、生涯学習無料相談窓口を設置し、コミュニティ

センターライフの充実を支援します。さらに、当施設を継続的に利用いただく工夫として、

既に４施設で展開している健康クラブを継続し、健康手帳の無料配布や健康宣言の受付を

行い、市民の継続的な健康づくりを支援いたします。 

 次に、３５ページをご覧ください。 

 現在、当施設をはじめ、４施設ではボランティアに参画できる登録制度を採用しており

ます。自主事業でボランティア業務が発生した場合には、希望業務と合致する登録者のみ

連絡し、都合がつく場合に参加していただきます。当社担当施設共通の登録制度でありま
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すので、他の施設利用者との交流促進にもつながると考えております。 

次に、４０ページをご覧ください。 

 市からの受託業務の幕張コミュニティセンターまつりですが、実行委員会を組織し、当

社が事務局を担当、従来から実施されていたサークル活動発表会などは継続するとともに、

更なるブラッシュアップで来場者の感動に迫ります。イベントについては、警察や消防、

民間企業など地元近隣諸団体にも協力いただきます。ちなみに、４１ページの上のちびっ

こ教習所という写真があるのですが、近隣の教習所さんと連携して、大変ご家族連れで楽

しんだイベントでございます。 

 次に、４４ページをご覧ください。 

 自主事業ですが、ご来場のきっかけ、多世代交流、地域社会貢献を念頭に、２ページに

ある花見川区の五つのまちづくり政策をテーマに、４５ページから４７ページに示すとお

り、各種テーマごとの事業を展開いたします。そして、ご好評につき、毎年恒例開催中の

東京五輪、３．１１福島復興支援、北朝鮮拉致問題などをテーマとした事業、そして、近

隣の渋谷教育学園幕張中・高と連携した超難関大学突破セミナーなど、地元ならではのオ

リジナルで魅力あるオンリーワンな自主事業も継続します。 

 また、千葉市関連諸団体の加曽利貝塚、千葉都市モノレール、千葉市動物公園、さらに、

日本サッカー協会夢フィールド、ジェフユナイテッド、稲毛海浜公園の指定管理者など諸

施設とも連携し、千葉市の山手エリア、ベイエリアの市民交流を図る事業も展開いたしま

す。 

 最後に、表紙にも記載させていただきました一燈照隅萬燈照国、当コミュニティセンタ

ーに集う方々が笑顔あふれることで、地域、そして千葉市、そして日本が輝かせられよう

に、千葉市のコミュニティセンターから日本創生をテーマに、合言葉に日々活動したいと

考えております。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終了させていただきます。ご審議よろしくお願い

いたします。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様からご質問ございましたら、お願いします。 

○小野寺委員  まず、私からお聞きしますが、まず、数字の目標についてですけれども、

利用者数、それから稼働率の目標があって、５年目にそれぞれ達成するという計画が書い

てあります。そうはいっても、もし、次も選定された場合、継続ということですけれども、

今やっているものよりも、更に利用数を増やすということなので、それを具体的にどのよ

うにやっていくのか、段々増えているよというよりは、一気に増やすものではないかなと

思うのですけれども、その辺り、もう少し詳しく教えていただけますか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  ありがとうございます。午前中に畑コミュニティセンタ

ーで申し上げたことと被ってしまうと思うのですが、幕張コミュニティセンターでも、や

はり、普段利用している方々の普段のものというよりも、新たな年齢層の、例えば、子ど

もたちのイベント、青少年育成を形成した、子どもたちのプログラミング教室とか、あと、

子ども食堂です。鎌取コミュニティセンターではもう展開しているもので、幕張はこれか

らというものが新しい切り口、それから、高校生ダンスパフォーマンス選手権も鎌取では

開催しますけれども、幕張でまた新たに新しい高校生の需要、そういったものを掘り起こ
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していきたいというふうに考えております。 

 そして、今、鎌取で推進している夜の映画館とか、夜の稼働率の低いところ、そして、

また、来年の４月、私どもが引き続き選定いただけるなら、ホームページとかをリニュー

アルしようとしております。そのときにスマホから夜の貸し会議室というようなテーマで、

検索順位が上がってくるようなことも、今、考えて、市の取扱いに抵触しないような形の、

もう少し自由度の高いものをこれから市とも協議しながら、ご許可をいただきながら進め

ていきたいというふうに考えております。 

○小野寺委員  あとは、やはり数字的なところですけれども、様式の第２５号、ここで

指定管理料を算定していますけれども、こちらは先ほどの畑と比べてはあれですけれども、

利用者、数掛ける単価というか、利用者の料金収入、それからコストとしての人件費、５

年間で見てみると、若干増えていっているのですよね。この辺り、全体として、収支計画

の立て方について何か感想というか、お考えになったことがあれば教えていただきたいの

ですけれども。 

○株式会社京葉美装（国吉）  ありがとうございます。 

 人件費に関しては、最低賃金が、今年はコロナの影響があって、若干の抑制になると思

うのですが、やはり、毎年最低賃金は２５円から３０円上がってきますので、そういった

部分での上昇率、そして正社員のほうもそれに付随したベースアップということで、人員

的には微妙に増やしていっております。 

 それと、先ほど少し申し忘れたのですけれども、先ほど、一気に上げるというお話をし

たのですけれども、我々、トライ・アンド・エラーで、いろいろな新しい試みをして、一

発の花火を打ち上げて、駄目だなと思ったものは継続できませんので、そういったトライ・

アンド・エラーで、いいものを採用していきながら徐々に上げていくというような考えを

持っております。 

○小野寺部会長  ほかの委員の皆様はいかがでしょうか。 

○長根委員 先ほどお聞きしましたので、これ以上お聞きする部分はあまりないのですけ

れども、多分、提案書と外れるかもしれないのですけれども、委託する側として申し上げ

るのもあれですけれども、そんなに利幅のいい事業というわけでもありません。にもかか

わらず、熱心に応募してくるインセンティブというのは企業としてどの辺りにあるのかな

ということを、心的な部分もそうですけれども、企業としてこういう事業を引き受けると

いうことのメリットというのは、どの辺りにあるものなのでしょうか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  ありがとうございます。私どもは、企業のＣＳＲ活動と

いいますか、適切な利益は頂戴するにしても、莫大な利益を求めない、この指定管理事業

でですね、そういったことで、我々地元の中小企業だからこそできる社会貢献の形が指定

管理事業ではないかと思っているのです。これが例えば大企業さんとかですと、お金を出

して広告をして、そういった企業価値を上げていくという方法を取られていると思うので

すが、我々はそういった予算もないものですから、流した汗が企業ＣＳＲ活動として、「あ

あ、いいね。国吉さん、いいね」といったことのところが企業価値を上げていくのではな

いかなということで、私どもも６０年、地元でお世話になっておりますし、そういったこ

とがビルメンテナンスのコアコンピタンスの方法を更に拡充する部門として指定管理部門

というものを捉えております。 
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 そういったことで我々は、千葉市に限定して、今、指定管理業務というのを応募してい

るわけであって、それがまた、私ども先ほど言ったように「一燈照隅萬燈照国」というこ

とで、我々は地域以外ではやる意味がないと思っております。地域でいろいろな関係諸団

体、ロータリークラブ、法人会、それから地元の企業、大手さんの企業を含めてオール千

葉で、巻き込んで、いろいろなイベント、福島復興支援、もう火が消えてきているかもし

れないけれども、我々は継続して福島復興支援を福島民報社さんと連携してパネル展をや

って、それをまた地元の企業に見てもらう、地元の地域の人に見てもらう、あと、北朝鮮

拉致問題も、この間、お父さんが亡くなりましたから、もう一回注目がされて、今年はま

だマスコミには取り上げてもらいましたけれども、地元の我々が取り上げて、自分のこと

として、地域の人が人ごとでなく自分のこととして捉えることによって、ああいう悲しい

事件が再度起きないということを思っておりますので、そういった一つ一つのイベントと

か、自主事業を地域の人、それから行政とパイプ役となってやっていけるというのは、我々、

小回りの利く地元企業ならではの市政サービスではないかと思っております。 

○長根委員  分かりました。 

○小野寺部会長 

 伊藤委員、いかがですか。 

○伊藤委員  特にありません。 

○小野寺部会長  宮葉委員、ありますか。 

○宮葉委員  細かい話になるのですが、「提案書」の５６ページの下、京葉美装さん御

社の協力で障害者就労施設でイベントとか会食、あるいはグッズ等をこれから考えて、機

能を立ち上げるというのか、機能向上訓練などということの意味でしょうか。今回、この

幕張コミュニティセンター近辺にこういう就労支援施設を考えていますよと、そういう建

物とか人は当然必要となるのですか。この辺りの方向性がもし分かれば教えてください。 

○株式会社京葉美装（国吉）  ありがとうございます。現在、幕張コミュニティセンタ

ーでは、私の地元の友人がホテルグリーンタワー幕張というホテルを経営しておりまして、

そこでお弁当の業務を縮小するので、こういう人がいるという情報をいただきながら、彼

を採用したわけですけれども。 

 あと、私どもは先ほど冒頭で、１０ページにあるＮＰＯはぁもにぃという発達精神、知

的障害の支援をするＮＰＯ法人があるのですが、ここと密接に連携しております。実際、

鎌取コミュニティセンターでは、我々は、現在、直接雇用の障害者雇用はしていないので

すけれども、Ｂ型事業所として障害者支援をしながら、清掃業務委託としてＮＰＯはぁも

にぃさんに障害者１人に対して、今、２人の人に働いてもらっていますけれども、１人健

常者の方がはぁもにぃさんから来て支援をしています。そういった方が助走しながら、も

うサポートがなくて働けるようになった場合には、本人と意思確認をして、我々の職場に

切り換えていくというようなシステムを、今、既に構築しています。ですから、そういう

ＮＰＯはぁもにぃさんが我々の窓口として、ハローワークさんとか、そういったところか

ら障害者の方を採用して、Ｂ型事業所を、そして、Ａ型事業所、これからＡ型、Ｂ型いろ

いろやっていただくところですけれども、そこを窓口として我々にいろいろな人材を紹介

したり、職場での活躍する場を広げさせていただいております。 

 それは自主事業に対してもそうなのですが、みつばちプロジェクトという周辺の地域環
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境を維持する形で、世界的に今、東京の銀座の屋上養蜂園のみつばちプロジェクトが結構

にわかに人気になってきているのですけれども、そういったものも実は知的障害者にとっ

ては、みつばちの仕事というのは、非常に得意な分野というふうに伺っていますので、我々

のみつばちプロジェクトも必ず自主事業には障害者の方が加わって指導役の補助としてや

っていただいております。 

○宮葉委員  分かりました。 

○小野寺委員  私からもう１回。今のことに関連して、障害者雇用ということで、今回、

審査の基準の中で法定の障害者の雇用率があるのですけれども、それに対しては、５６ペ

ージにありますけれども、一応いらっしゃるのだけれども、数が十分ではないということ

で、そういう認識でよろしいですか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  それも我々も社会保険労務士の方と何回か議論して、６

月１日現在の段階で細かく計算すると、２点幾つという法定雇用率はぎりぎり満たされて

いるので、こういう表現をさせていただいたのですけれども、コロナの影響で正社員の関

係とか、従業員の分母が変わってきているので、所定の日にちに対してどうなのかという

ことで何回か、社会保険労務士と、「ぎりぎりクリアしたね」というようなことでは認識

はしております。 

○小野寺委員  先ほどのやり取りの中で、「提案書」の１０ページのところでご説明い

ただいたＮＰＯはぁもにぃとか、今、説明いただいた、そういった直接雇用ではないのだ

けれども、そういう連携をして障害者雇用に貢献しているという、そういうことだとは思

うのですけれども、市の求める基準には少しずれているかもしれないので、結果は分から

ないですけれども、もし、また継続してお願いするようになった場合には、そこは配慮を

お願いしたいと思います。 

○株式会社京葉美装（国吉）  分かりました。 

○小野寺部会長  そのほか、よろしいでしょうか。 

 まだ少し時間がありますので、最後にＰＲを一言お願いします。 

○株式会社京葉美装（国吉）  私ども、先ほども申しましたとおり、千葉市の指定管理

者として、我々京葉美装としては、これは北海道でも九州でもない千葉市に限ってこの業

務を企業のＣＳＲ活動として地域の皆さんに喜んでいただきたいという一心で、今、継続

をお願いすることでございますので、コミュニティセンターから日本の創生という形で、

より一層、幕張コミュニティセンター、午前中の畑コミュニティセンターもそうですけれ

ども、花見川区に笑顔がたくさん集まることによって、そういったことで千葉市はいい町

だねということが世界中に発信できるように、そんなコミュニティセンターにしていきた

いというふうに考えておりますので、ぜひ、私どもにまたチャンスをいただきたいという

ふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、これでヒアリングを終了します。ありがとうございました。 

[株式会社京葉美装 退室] 

○小野寺部会長  それでは、委員の皆様は、今のヒアリングを踏まえて採点をお願いし

ます。また５分ぐらいでお願いします。 

[採点] 
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○小野寺部会長  それでは次に、株式会社ワコーインターナショナルについて審査を行

います。 

 まず、事務局であらかじめ採点した一部審査項目について、ご説明をお願いします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、一部審査項目の採点結果について、ご報告させて

いただきます。 

 お手元にお配りしました資料４－４「採点表」をご覧ください。 

 「株式会社ワコーインターナショナル」についてでございます。 

 まず、「２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること」の「（１）同種の施設の管理

実績」ですが、逗子市市民交流センター等の現指定管理者であり、コミュニティセンター

と同種の管理実績があることから、５点と採点いたしました。  

 次に、「５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること」の「（２）管理経費（指

定管理料）」ですが、提案された管理経費の額を、所定の算定式に当てはめた結果、基礎点

が１５点、加算点が４点、よって合計で１９点と採点いたしました。  

 次に、「６ その他市長が定める基準」の「（１）市内産業の振興」ですが、千葉市入札

参加資格者名簿により確認をした結果、千葉市内に支店のある準市内業者であることから、

２点と採点いたしました。  

 次に、「６ その他市長が定める基準」の「（３）市内雇用への配慮」ですが、市内在住

者の雇用１００％を目指すことを提案しており、また、現スタッフを継続雇用すること及

び現在千葉市民でない職員の職種の新規採用が必要となった場合には、千葉市民を優先し

て雇用することを提案していることから、３点と採点いたしました。  

 最後に、「６ その他市長が定める基準」の「（４）障害者雇用の確保」ですが、同社は

法定雇用数が１に満たない団体ですが、障害者を１名以上雇用しているため２点、また、

施設において障害者を１人以上雇用する提案があることから１点、合計で３点と採点いた

しました。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何かご質問はございますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、株式会社ワコーインターナショナルのヒアリングを行いた

いと思います。 

 なお、２の「（２）団体の経営及び財務状況」については、議題２において説明いたし

ましたので、省略させていただきます。 

 それでは、これから株式会社ワコーインターナショナルのヒアリングを行います。 

 ワコーインターナショナルさんをこちらへご案内してください。 

［株式会社ワコーインターナショナル 入室］ 

○小野寺部会長  それでは、これからヒアリングを行います。よろしくお願いします。 

 まず、１０分間で、本日の出席者の紹介と提案内容を簡潔にご説明をお願いします。先

ほども聞いた部分もあるので、できれば重複しないように、あるいは強調したいところは

同じで結構ですので、お願いします。 

 また、終了時間の２分前に、事務局のほうからベルで合図をしますので、まとめてくだ
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さい。説明が終わりましたら、私どもから質問をさせていただきますので、お答えくださ

い。 

 それでは、ご説明をよろしくお願いします。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  午前中にもお話しさせていただいたの

ですけれども、今回、幕張コミュニティセンターの統括責任者ということで担当しており

ます井上と申します。お願いいたします。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  同じく、ワコーインターナショナル指

定管理事業部として務めております井上と申します。よろしくお願いいたします。 

○株式会社ワコーインターナショナル（菊地）  ワコーインターナショナル指定管理事

業部の菊地と申します。よろしくお願いいたします。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  それでは、内容のほうをご説明させて

いただきます。 

 まず、１ページ目の管理運営の基本的考え方についてご説明いたします。 

 こちらについても、畑同様にはなるのですけれども、我々、ワコーインターナショナル

は、指定管理者として公の施設を管理運営するに当たり、以下７点、こちらの七つの視点

をもって運営のほうをしてまいります。 

 １番目、安全・安心、快適な施設づくり、２、適正な維持管理、３、サービスの向上、

４、公正公平な利用の確保、５、経費の縮減、６、環境負荷の低減、７、本施設にふさわ

しいプロモーション活動、以上７点を基本理念として運営をしてまいります。 

 こちらも同様なのですけれども、これらの理念の下、利用者や市の担当所管の様々な関

係者との、直接的、間接的コミュニケーションを重視した、心の通った管理運営を目指し

ます。 

 また、本施設の設置目的であります地域住民の学習、文化事業、活動の場の提供の実現

のために、コミュニティ活動の促進と、市民主体のまちづくりといったビジョンを掲げて

おります。ミッションとして、低廉な料金での事業提供、コミュニティ活動の情報発信を

掲げ、稼働率や利用者数、諸室の稼働率の向上に努めてまいります。 

 指定管理者として、公の施設の管理代行者という重大な責務を担っていることを自覚し、

法令遵守、公正公平、平等利用を確保するといった、行政手続の原則を重視いたします。 

 また、千葉市の施策を共に担うという意識を常に持ち、市との緊密な連携、市内産業振

興、市内雇用の配慮を行い、経費縮減、市民サービスの向上の両立といった、効率的かつ

安全・安心に配慮した管理運営を実現いたします。 

 続いてですけれども、公の施設の管理実績について、ご説明いたします。 

 こちらに関しても、午前中にお話ししたとおりにはなるのですけれども、こちらの幕張

コミュニティセンターの類似施設、逗子市市民交流センターや白岡市Ｂ＆Ｇ海洋センター、

小松川区民館、平井コミュニティ会館などの同種の指定管理者や公民館運営等を担ってま

いりました。現在、２０施設の公の施設を管理運営しており、創業から５０施設以上の豊

富な実績がございます。 

 同種の施設における管理運営で培った豊富なノウハウ・経験を最大限に発揮し、利用者

サービスの向上、業務の効率化、行政コストの節減、収益力の強化など、民間事業者なら

ではの柔軟な発想や企画力を最大限に生かし、本施設の運営をよりよくしていきます。 
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 私たちは、特に、地域の人々に幅広く支持、利用されることを目指しております。その

ために、本施設の地域の特性や現場のニーズを十分に踏まえた施設運営に力を入れてまい

ります。新たなニーズや時代の変化に応えるために、想像力やチャレンジ精神を発揮させ

ていただきます。 

 管理運営の執行体制として、人員配置に関する考え方についてご説明をいたします。 

 利用者の安全第一を考えた緊急体制として、責任者が在館している体制を構築し、緊急

時には速やかに現場に駆けつける対応をできる体制を整えてまいります。全職員の適正な

労務環境を維持するため、法定労働時間を遵守した体制も、併せて構築いたします。 

 職員自らが成長できるような配置やシフト、サポート体制、教育、ＯＪＴ、Ｏｆｆ－Ｊ

Ｔというような形で、社内研修にも努めてまいります。 

 続きまして、施設の効用を最大限発揮するものとして、事業に関する基本方針について

説明をいたします。 

 これまでの経験の強みを生かし、集客を強く意識した自主事業、イベント教室等を企画、

実施することが、施設の効用を最大限発揮するものと考えております。これまでに当社が

運営している施設では、様々な自主事業を展開しており、事業に携わるスタッフが数多く

在籍しております。様々な経歴や特技を生かし、本施設の自主事業を積極的にサポートい

たします。 

 具体的な事業としましては、記述したような多数アイデアあふれる自主事業を実践いた

します。 

 ポイントといたしまして３点ほど挙げております。地域の特性やニーズをよく調べ、そ

れらに沿った事業を積極的に展開、市が重視する政策である市民協働、子育て支援、経済

振興等を踏まえた事業を企画、利用が落ち込む時期や時間帯を見極め、閑散時の対策とし

て魅力ある教室等の開催を的確に講じることを意識して運営してまいります。 

 地域の特性に合わせた趣味や健康をテーマにした多様な教室メニューの展開。子育て、

教育世帯の積極的な支援に加え、初心者向け、若者向け、子ども向け、親子向けなど、新

規利用拡大につながるよう、新たな利用層に併せた事業企画にも尽力し、施設の利用向上

につなげてまいります。 

 続いて、収支予算においてですけれども、弊社は、効率的な運営で管理料を、現在の指

定管理料よりも削減できるよう努めてまいります。また、利用者を増やすための提案を行

うことで、利用料金収入を増やし、市の経費縮減をしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 それでは、委員の皆様から質問がございましたら、お願いします。 

○長根委員  もう既に、いろいろお聞きしたので、新たな質問というものはないのです

けれども、提案書と外れるかもしれないのですけれども、基本的な考え方のところにも関

係すると思うのですけれども、あまりこういう事業は、そんなに利幅が大きい事業ではな

いと思うのですよね。 

 でも、あえて募集してくださる企業にとってのインセンティブというのは、どの辺りに

なるのかなということをお示しいただきたくて、理念とかもいろいろあると思うのですけ

れども、そもそも営利企業である企業として、何かこういうものを引き受けることで、何



 

―３８― 

かメリットみたいなものはあるのでしたらば、少し教えてもらいたいと思います。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  こちらの千葉市の指定管理案件をいろ

いろと見させていただいた中で、我々の考える、もちろん基本理念はあるのですけれども、

その中で実績としまして、やはり各自治体さんで非常に困っているという問いかけに対し、

我々が管理運営をすることによって、その問題点を改善した実績もありました。 

 こちら、今回掲げる利用率の向上、利用者数の増というところの目的に対し、我々が協

力することで、こちらの幕張コミュニティセンターにおいても、利益のこともそうなのか

もしれませんけれども、市のためにできる、これは政策、共に歩めるなと思い、こちらの

ほうに参加させていただいたような形になります。 

○長根委員  ありがとうございました。 

○小野寺委員  私のほうから、また同じようなことを聞かせていただきますけれども、

数値目標、先ほどの午前中のところよりは、良いですけれども、この幕張も、特別今の現

状の稼働率、利用者数が高い、多いとか、そういうことではなくて、もう少し利用を促進

してもらいたいなと思っているところではあります。 

 例えば、「提案書」の様式第２５号、５５ページの次のところの、この収支のところ、

ここに計数として稼働率の年々の計画、それから利用者数の年々の計画の数字が出ていま

す。分かりやすいのは、参考でＲ１実績で、稼働率でいうと４７．２％が実績だったもの

を、５年かけて５１．２％まで上げますと。それから、人数も３万６，５００人だったも

のを３万８，８００人に伸ばしますと。結構、厳しいと思うのですよ。目標としては決し

て低くはないと思うのですね、これをやろうと思ったら。 

 同じことを聞くのですけれども、どうやってこれを達成していくのかなというところを、

少し詳しく教えていただけますでしょうか。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  私のほうからご説明させていただきま

す。 

 幕張コミュニティセンターは、午前中にお話しさせていただいた畑コミュニティセンタ

ーと違って、交通の便に関しては、畑よりも悪くはないとは言いつつ、便の悪さではある

のですけれども、比較的地域性で、若者をターゲットにできるような教室を打ち出せば、

かなり反響が上がるのではないかという弊社どもの考えであります。 

 あとは、ここの施設で課題でもあります料理実習室の課題が、稼働率の低さというとこ

ろで、我々が東京での指定管理、官公庁の業務委託の催事の企画イベントなどで、料理実

習室の稼働率という課題がございまして、そちらを、我々の指定期間内の３年をかけて、

稼働率を５％から２７％まで向上させたという実績があります。 

 そこの実績にかけまして、どういう施策をしてきたかといいますと、まず、親子向けの

層にターゲットを向けてやってまいりました。その中で、料理教室であったりだとかを打

ち出す中で、この施設を知らなかった世代の方たちが、自らサークルを持って自分たちで

料理教室をやるようになって、そこで料理実習室というのが稼働率が上がっていったとい

うところと、あとは魅力として大きいのは、やはり隣に体育館というのがあるということ

で、若者の方たちが比較的スポーツ関係で利用される大学であったりだとか、そういった

方たちが来ることで、その親子世代と大学、２０歳代、３０歳代の若者の世代間交流とい

うのを、それを料理実習という形でイベントにした教室がありました。そこを、定期的に
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半年に１回であったりとか、定期的な教室のイベントを重ねることで、若者も料理教室に

来たりだとか、そういった稼働率の上げ方をしたという実績がございましたので、幕張コ

ミュニティセンターでも同じような実績をつくれるのではないかと思い、この数値目標を

掲げさせていただきました。 

○小野寺委員  ありがとうございます。 

○小野寺部会長  ほかに、いかがでしょうか。 

 伊藤委員、いかがでしょうか。 

○伊藤委員  ありません。 

○小野寺部会長  宮葉委員、いかがでしょうか。 

○宮葉委員  ありません。 

○小野寺部会長  よければ、少し時間がありますので、最後、もう一言、ＰＲをお願い

できますか。 

○株式会社ワコーインターナショナル（井上）  こちらも午前中に話をしたような形に

はなるのですけれども、指定管理案件に関しては、まだ実績数が少ない中で、先ほどお伝

えしなかったところでは、本年度指定管理案件に数多くチャレンジしておりまして、２件

ほど新規で獲得した実績が出てきましたので、その流れで、こちらの幕張コミュニティセ

ンターも、我々のほうで管理運営をさせていただきたいという思いも強くありますので、

こちらのほうで千葉市とともに施設を盛り上げて、千葉市を挙げて、千葉県で千葉市とし

てある中で、千葉市が全面に千葉県を支えているのだというような気持ちをもって、我々

も仕事をこちらのほうでしていきたいと思っておりますので、管理運営のほうは我々に任

せていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 それでは、これでヒアリングを終了いたします。 

 ワコーインターナショナルの皆様、どうもありがとうございました。 

［株式会社ワコーインターナショナル 退室］ 

○小野寺部会長  それでは、委員の皆様は、今のヒアリングを踏まえて、採点のほうを

お願いいたします。また、５分ぐらいでお願いします。 

［採点・休憩］ 

○小野寺部会長  では、お待たせしました。 

 それでは次に、日本環境マネジメント株式会社について審査を行います。 

 まず、事務局であらかじめ採点した一部審査項目について、ご説明をお願いいたします。 

○地域づくり支援室職員    それでは、一部審査項目の採点結果について、ご報告さ

せていただきます。 

 お手元にお配りしました資料４－４「採点表」をご覧ください。 

 「日本環境マネジメント株式会社」についてでございます。 

 まず、「２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること」の「（１）同種の施設の管理

実績」ですが、松戸市市民センター等の現指定管理者であり、コミュニティセンターと同

種の管理実績があることから、５点と採点いたしました。  

 次に、「５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること」の「（２）管理経費（指
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定管理料）」ですが、提案された管理経費の額を、所定の算定式に当てはめた結果、基礎点

が１５点、加算点が３点、よって合計で１８点と採点いたしました。  

 次に、「６ その他市長が定める基準」の「（１）市内産業の振興」ですが、千葉市入札

参加資格者名簿により確認をした結果、千葉市内に本店・支店ともに設置していない市外

業者であることから、０点と採点いたしました。  

 次に、「６ その他市長が定める基準」の「（３）市内雇用への配慮」ですが、市内在住

者を優先的に採用すること及び現スタッフを継続雇用することを提案していることから、

３点と採点いたしました。  

 最後に、「６ その他市長が定める基準」の「（４）障害者雇用の確保」ですが、法定雇

用率２．２％に対して実雇用率が２．６３％であり、法定雇用率を満たしていることから

１点、また、施設において障害者を１人以上雇用する提案があるものの、１週間の所定労

働時間を１５時間程度としており、これは、市の定める「選定基準」に当てはめると１人

以上雇用しない場合に該当することから０点、合計で１点と採点いたしました。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何かご質問はございますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  よろしいでしょうか。 

 それでは、日本環境マネジメント株式会社のヒアリングを行いたいと思います。 

 なお、２の「（２）団体の経営及び財務状況」については、議題２において説明しまし

たので、省略させていただきます。 

 それでは、これから日本環境マネジメント株式会社のヒアリングを行います。 

 日本環境マネジメントさんを、こちらへご案内ください。 

［日本環境マネジメント株式会社 入室］ 

○小野寺部会長  どうぞおかけください。よろしくお願いします。 

 それでは、これからヒアリングを行いますので、よろしくお願いします。 

 先ほどと同じ説明ですけれども、１０分間で本日の出席者の紹介と提案内容を簡潔にご

説明をお願いします。午前中もお話しいただいた部分があるので、重複する部分は割愛し

ていただいて、あるいは重ねて言いたいという、もちろん、また同じことでも結構です。 

 また、終了時間の２分前に、事務局がベルを鳴らしますので、その場合にはまとめてく

ださい。 

 説明が終わりましたら、私どもから質問をさせていただきますので、お答えください。 

 それでは、ご説明をよろしくお願いします。 

○日本環境マネジメント株式会社（宮澤）  本日は、プレゼンテーションの機会をいた

だき、誠にありがとうございます。先ほどもご紹介いたしました、また、宮澤、中谷、小

口、３名でご説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○日本環境マネジメント株式会社（中谷）  それでは、指定管理者事業本部の中谷より、

ご説明申し上げます。 

 お手元にあります「提案書」のご用意をお願いいたします。 

 ２ページをご覧ください。当社は、創業以来４６年間にわたり、公共施設の管理業務を
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中心に発展してまいりました。指定管理者事業につきましては、平成１６年より専門部署

を設置し、１６年間で多くのノウハウを蓄積してまいりました。 

 当社の指定管理者としての強みは、当社グループ６５物件、１７８施設とする多数の施

設管理の運営実績があること、接遇やサービス向上、教室やイベント開催などの運営、事

業企画のスペシャリストであることです。 

 現在、グループ全施設併せて、毎月約６５０教室、１万３千人の参加者がおり、年間３

００以上の催事イベントやキャンペーンを実施しております。 

 それでは、当社の提案についてご説明申し上げます。 

 当施設の運営方針を作成するに当たり、当施設の設置目的、千葉市様基本構想、実施計

画の方向性、当施設の現状と課題を踏まえ、当社の強みを生かすべく策定しました。 

 ３ページをご覧ください。 

 課題解決のポイントは、①施設に来ていただく、②新しい友人を見つける、③思いやり

のある人と人との対応と考えており、これを行うべく運営基本方針を、当施設より新たな

物、人、サービスを提供することで、市民の人と人とのつながりを創出し、市民の笑顔の

数を増やしますと定めました。 

 それでは、具体的な提案内容についてご説明いたします。少し飛びますが、２８ページ

をご覧ください。 

 施設利用者への支援計画ですが、三つのポイントでサービス、設備の拡充を行います。

一つ目、人と人とのつながりを生むサービスでは、歳時記、季節に合わせたロビーイベ 

ントを展開いたします。季節による七夕、十五夜、ハロウィーン、クリスマスといった変 

化感の醸成と合わせ、来館される利用者の方同士が交流できる仕掛けを用意いたします。 

 続いて、２９ページをご覧ください。滞在が快適で、居心地をよくするサービスでは、

例えばスマホの充電スペースを施設内数か所に設置し、学校帰りの学生等、立ち寄っても

らえる施設を目指します。 

 続いて、３０ページをご覧ください。施設内の興味や魅力をアップさせるサービスでは、

創作室に３ＤプリンターやＤＩＹ用の工具や機器の導入、作業できるスペースを設置し、

メーカースペース化を図ります。機器、工具がない方、作業するスペースがない方に利用

いただき、他の利用者との情報交換等を支援し、交流の機会を創出いたします。 

 続いて、３１ページの図をご覧ください。利用促進の方策としましては、この図のよう

な流れで展開、指揮をしていきます。左側青枠に商品力向上、価格（利用料）・仕組みと

あります。これは、利用者のニーズと、また、利用していない層の潜在的な利用者ニーズ

に合わせ、利用者の仕組みの変更、追加、設備・備品の導入、新規自主事業を開始し、施

設自体の魅力、商品力を高めてまいります。 

 ただし、施設の魅力や商品力をどんなに向上しようとも、それが利用者や、日頃、施設

と接触のない潜在的な利用者に伝えることができなければ、新たな利用者集客にはつなが

りません。赤枠にある広告、広報、販促にも同様に重点を置き、伝える努力を重ねてまい

ります。 

 続いて、３３ページ、下のほうの図をご覧ください。この「伝える」の内容になります。

具体的には、ここにあるような手法を用いて伝えてまいります。 

 続きまして、４０ページをご覧ください。目標値は、ご覧のように定めました。この数
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値目標達成のための方策ですが、諸室稼働率につきましては、夜間の利用が少ないことが

課題と考え、夜間利用及び調理実習室について重点的に策を行います。 

 夜間の利用者拡大では、夜間割引、延長料金割引に加え、学生たちの学習室、社会人の

ワーキングスペースといったニーズに応え、夜の学習室を設置いたします。調理実習室に

ついては、毎週同曜日セット料金や、教室利用支援を行い、目標達成に寄与いたします。 

 体育館の利用者層への方策といたしましては、次の４１ページをご覧ください。稼働の

低い曜日限定での、ラケット等のレンタル品の無料貸出しや、午後・夜間限定割引回数券

導入、現状、日曜の午後・夜間のみの体育館専用日枠を、土曜、平日にも拡大することで、

利用者増、及びその平準化に寄与いたします。 

 次の４２ページ、ご覧ください。自主事業につきましては、施設に来ていただく新しい

友人を見つけるをテーマに、一般のお客様への配慮と、地域との連携を重視し導入します。 

 次に４３ページ、ご覧ください。まず、施設に来ていただく取組みとして、認知拡大、

施設の魅力、変化を実感していただくため、表にもありますように、他施設でも子どもた

ち対象で人気のあります納涼お化け話会を、読み聞かせの特別版として実施したり、調理

実習室の稼働向上のために、新規導入の機器をベースとした教室や、コロナ禍で注目を浴

びている内容の教室を実施します。 

 次に、４４ページをご覧ください。また、近年、住民の方の意識も高まっている防災に

ついても、非常食試食等、比較的参加しやすい内容のイベントを実施し、地域住民の方々

へ施設の再認知を図ります。いろいろな層へ多様なコンテンツで、これまでとの変化感を

訴求してまいります。 

 新しい交流機会を創出する取組みは、ＤＩＹ教室を創作室の器具、機器の充実といった

内容とセットにして、当施設のコミュニティづくりの核、目玉の一つとして展開してまい

ります。 

 そのほか、ｅスポーツ教室大会、そば打ち教室、就活いきいきセミナー等、新しい交流

を生み出す素材を、多岐にわたり実施し、いろいろな方が当施設を利用し、新しい交流関

係を見つけるようにしてまいります。 

 自主事業につきましては当社の強みでもあり、積極的に展開してまいります。 

 最後となりますが、当施設において、市民が新しいつながりを持てる機会を創出いたし

ます。そして、千葉市民の皆様の笑顔の数を増やします。ぜひ、当社にお任せください。 

 以上で、ご説明を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様からご質問がございましたら、お願いいたします。 

○長根委員  ここでのお話は十分に伺ったので、これ以上の質問をすることはないので

すけれども、強いて言えば、提案書第１号に関係するかもしれないのですが、管理運営の

基本的な考え方に近いのですけれども、あまり指定管理の仕事って、そんなに利幅が大き

い仕事ではないですよね、企業にとって。にもかかわらずお引き受けしていただくという

か、立候補してくださるインセンティブというのでしょうか。もちろん、理念がおありだ

と思うのですけれども、企業として、どうしてこんなに、儲けが薄いというか、こちらか

らするとすごく申し訳ないですけれども、あまり企業にとって必ずしもいいビジネスでは

ないかもしれないのに、手を挙げてくださる理由というのは何なのか、教えてください。 
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○日本環境マネジメント株式会社（宮澤）  私から、お答えさせていただきます。 

 もともと、私どもの会社、廃棄物の収集運搬から始まった会社です。そこから、自治体

様の、例えば庁舎の清掃だったり、電話交換、窓口、そこからビルメンテナンスというふ

うに会社を広げてきました。その中で、先代、先々代からの考えのベースというのが、地

域の皆様に根づいた仕事をしていこう。そこは、絶対にぶらさないで仕事をしようという、

会社の理念がございます。 

 その中で、入札でお仕事をいただいた延長線上に、指定管理者制度というのができた。

初年度から指定管理者制度にはこだわって行っております。 

 指定管理者制度を何でやるのかというところには、確かに、正直言いますと利幅は、ほ

とんどないです。利益も出づらい事業になっていますけれども、自由度が圧倒的に業務委

託より高いです。それは、自主事業もそうですし、利用の許可もそうですし、自分たちの

アイデアが、お客様に直で伝わるということができるのは、これは指定管理者だけなので

すね。 

 なので、市民の皆様に直接、サービスの向上とか、直接楽しみとか魅力をお伝えできる、

そういう魅力を感じて、会社全体で今、取り組ませていただいているというのが、私ども

の会社としては考えであります。 

○長根委員  分かりました。ありがとうございました。 

○小野寺委員  私から質問をさせていただきますけれども、先ほど、午前中に聞いた部

分はご説明いただいた気がしたので、また、違うことを聞きますと、自主事業について、

具体的には４３ページ、４４ページにメニューがありまして、少しユニークだなと思った

のが、３Ｄプリンター、それからｅスポーツ、この二つは非常にホットで、かつ、今こう

いった施設を利用している年齢層よりも圧倒的に若い層がターゲットなのではないかなと

思うのですね。こういったものがうまく機能すると、多分いい成功事例になるのではない

かなと思うのですけれども、これは、ほかでやっていますか。御社がほかで受託している

ようなところで。 

○日本環境マネジメント株式会社（中谷）  ｅスポーツにつきましては、まだ、実施は

していないのですが、実行計画に入っておりまして、実施を予定しているところがござい

ます。 

 実際の大会等の、実行した実績は、まだ、ございません。 

○日本環境マネジメント株式会社（宮澤）  ＤＩＹ教室に関しては、同じような形で、

土日だけ、日曜大工をしたいのだけれどもスペースがないという方向けに工具を貸し出し

て、教室を、部屋を開放するという事業は行っています。 

 ただ、今回、３Ｄプリンターの導入もご提案をさせていただいたのですけれども、そこ

までをやっている施設は、まだないので、新たなチャレンジというような側面がございま

す。 

○小野寺委員  ＤＩＹとかは少し危ないから、やるのだったら気をつけて運営しないと

いけないのと、あと、ｅスポーツはこれからということですけれども、何かうまい取組み

があったら、この今回に限らず、多分チャンスがある分野だと思うので、面白いと思いま

す。 

 あと、全く同じことになりますけれども、収支の計画で、収入と支出で指定管理料が算
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定されていますけれども、先ほどとおおむね同じような考え方なのでしょうけれども、特

に人件費の部分、これを、ここの幕張のセンターで配置して、こういう金額になったとい

う考え方について、教えていただけますか。 

○日本環境マネジメント株式会社（中谷）  先ほどのご説明でもさせていただいたので

すが、やはり、他施設の実績等を踏まえて、まず、最低限どれぐらいの人のラインが必要

なのか、マンパワーが必要なのかというところについては、大体把握をしておりますので、

その中で、現行の業務に落とし込んだら幾らぐらい必要かというところで設定いたしまし

た。 

 もちろん、場合によっては、人を集めたときに、長いシフトではなくて短いシフトの人

が集まりやすいということであれば、人数を増やしたりというような調整等はしながらも、

取りあえず最低限の頭数というところで、一応算出をさせていただいたという形でござい

ます。 

○小野寺委員  そういう意味では、少し頑張っている部分もありますか。言いづらかっ

たら、いいです。 

 やはり、こういった人件費が大半の事業というのは、非常に硬直的で、コストが上がる

ことはあっても下がることはないと思うので、そんなに無理をする必要もないかなと思い

ますけれども、下げられるのであれば下げてほしいですよね。分かりました。 

○小野寺部会長 ほかは、いかがでしょうか。 

 伊藤委員、いかがでしょうか。 

○伊藤委員  特にありません。 

○小野寺部会長  宮葉委員、いかがでしょうか。 

○宮葉委員  大体、どこの事業者も防犯、防災の話は出ているのですが、環境マネジメ

ントさん、一部にはありますけれども、最近の市と人の行動予定は、かなり細かくなって

いるのですけれども、これはどうですか。あまり具体的な話はないように、書類でまとめ

られました。その辺りはどうですか。結構、厳しいのではないですか。 

 あれをつくれば、あれを。こういうマニュアルを作ればと。特に千葉は台風の被害で大

変だったけれども、隣の県も一緒でしょう。震災の避難所運営あるいは、今回の場合は、

電気とか、いろんなことを思うと、また足が出てしまったりとか、その辺りはどのように

表現しようとしていますか。今の段階では、そういう表現がどこにもない、少ししか書い

ていないので。 

○長根委員  災害が起きたときに、どのように防災において協力する姿勢があるとか、

体制があるかということを、改めてお聞きしているので。 

○日本環境マネジメント株式会社（宮澤）  防犯とか防災ということのご質問というこ

とで、「提案書」の中だと、なかなか細かく、防犯、防災について書いてはいないのです

けれども、防犯、防災ともに、マニュアルの作成から、先ほどお話しした訓練のところで、

例えば防犯だと１９ページに防犯対策と書かせていただいているものもありますけれども、

基本はマニュアルの作成と訓練、これを徹底することで、様々な状況に対応していきたい

というふうに考えております。 

○宮葉委員  もう一件、６ページ、７ページ、現段階の運営方法が書かれていますけれ

ども、これはちょっと、まだまだ足りないのではないですか。 
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 避難所運営委員会とか、そういうような形では、今のところ立案はないのですか。 

○日本環境マネジメント株式会社（宮澤）  避難所を運営する際には、官庁を中心に、

自治体の危機管理、危機対策等の協力依頼があれば、避難所の開設に全力で協力させてい

ただきます。 

 最近では、避難所を開設する前に、市民の方が避難してきてしまうパターンも、各公共

施設でございますので、そういう場合にも、責任者を中心に適切に対応していきたいと考

えております。 

○宮葉委員  そういう、いわゆる新しく施設を造る前に、具体的に青写真などを作って

おいていただきたいとは思います。 

○日本環境マネジメント株式会社（宮澤）  はい。 

○宮葉委員  震災等については、そういうことです。 

○小野寺部会長  あとは、よろしいでしょうか。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 それでは、まだ少し時間があるので、最後にもう一度、ＰＲをお願いできますか。 

○日本環境マネジメント株式会社（中谷）  それでは最後にご説明させていただきます。 

 やはり花見川区の幕張という、実際にそのエリアのほうもいろいろ見させていただいた

りとか、いろいろ調べさせていただいた中で、非常に多様な世代、多様な方がいらっしゃ

るエリアなのだなというふうに思いまして、このエリアの中で、どうやってコミュニティ

というものをつくっていくのかといったときに、ありきたりの定番のものを置いただけだ

と、なかなかその多様なニーズに応えられないのではないかなと思いまして、今回、我々

の強みでもございます自主事業ですとか、こういうコンテンツとして、素材として、多種

多様なものをご用意いたして、その多様なニーズに、それで応えていけるのではないかと。

それを通じて、新たなコミュニケーションが生まれるのではないかと考えて策定しました。 

 もちろん、多様なニーズをすべて、今の段階で把握できているわけではございませんの

で、実際に運営しながら、実際の利用客の方々、もしくは住民の方々と接しながら、そこ

のニーズを更に掴んで、内容を、更にブラッシュアップ、良いものにして運営していきた

いと思っています。 

 新たなコミュニケーションをつくっていくために、交流を生み出すために、ぜひ、この

施設を当社に任せていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○小野寺部会長  それでは、これでヒアリングを終了します。 

 日本環境マネジメント株式会社の皆様、どうもありがとうございました。 

［日本環境マネジメント株式会社 退室］ 

○小野寺部会長  それでは、委員の皆様は、今のヒアリングを踏まえて採点をお願いし

ます。 

 また、これで全申請者からのヒアリングがすべて終了しましたので、これまでつけてい

ただいた「採点表」につきましても、ご確認をいただいて、点数を確定していただきます

ようお願いします。 

 採点が終わりましたら、「採点表」を、また事務局職員に渡してください。おおむね、

今から約１５分以内でお願いします。 

［採点・休憩］ 
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○小野寺部会長  それでは、議事を再開いたします。 

 事務局から集計結果の説明、報告をお願いします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、集計結果をご報告いたします。 

 お手元にお配りしました「集計表」をご覧ください。「集計表」の一番下の合計欄、右

端が総得点となります。 

 まず、株式会社京葉美装ですが、総得点が１３４．５０点でございます。次に、株式会

社ワコーインターナショナルですが、総得点が１２２．７５点でございます。次に、日本

環境マネジメント株式会社ですが、総得点が１１５．７５点でございます。 

 なお、０点がついた項目は、過半数の委員の方が「Ｄ」の評価をした方、又は「Ｅ」と

評価をされた項目についてはございません。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ただいま、事務局よりご報告いただきましたとおり、千葉市花見川区幕張コミュニティ

センターの指定管理予定候補者とすべき者の第１順位は株式会社京葉美装、第２順位は株

式会社ワコーインターナショナル、第３順位は日本環境マネジメント株式会社とするとい

うことでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  それでは、次に、選定理由として、株式会社京葉美装の提案内容にお

いて優れている点や工夫が見られる点、もしくは、京葉美装さんに対する意見など、具体

的なご意見をお伺いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 お願いします。 

○長根委員  先ほどと同じです。１点は、地域に密着しているというか、地域振興とか

こちらで求めているような理念を反映しているという点で、懸念しているのは、継続とい

うことになります。ですので、特定のサークルと、顔なじみになってしまうサークル団体

等も出てくると思うので、その場合だとしても、新規の利用者と分け隔てなく、公平に扱

ってあげてほしいということを申し上げたいと思います。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 良かった点と、意見ということで、ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

○小野寺委員  さらに、私から、良かった点としては、２回も話を聞いたので、２回目

のほうはよく響いて聞こえたのですけれども、長根委員のおっしゃるのと全く同じですけ

れども、社長が自らプレゼンしてくれたというのもありますけれども、地域でというとこ

ろで、この千葉市花見川区で指定管理者としての求められることを非常によく理解されて

いて、また、市民ニーズについてもしっかり応えていただけるということが、非常に我々

と会社さんとで同じ目標を共有できると思われるところが非常に良かったなと思います。 

 それから、あと収支の計画、こちらについては、あまり経費の削減というのは数字的に

はなかったですけれども、逆に言うと、現実、今やっているということもあって、見積り

の緻密さというのは一番優れていたかなと思います。 

 一方、意見としては、これも先ほどと同じですけれども、引き続き地域の利用者さんに

求められるような新しい取組みをして、更に市民の満足度の向上を図られたいということ。
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それから、収支の計画については理解はしますけれども、できましたら、更なる経費の削

減をお願いしたいということを意見として申し上げたいなと思います。 

 ほかに、いかがでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  選定理由として、皆様からご意見や「採点表」を確認しますと、まず、

選定理由としましては、株式会社京葉美装が総得点で最も優っていました。それから、理

由としては、特に地域密着の提案内容であるということ、指定管理者として、区が求めて

いる点を十分理解し、市民ニーズにも応えられる提案であるという点において優れていた

ということ、また、収支計画について、経費削減は少ないのですけれども、見積りに緻密

さがあったということにおいて、提案に工夫が見られたといったようなことでよろしいで

しょうか。 

 あと、附帯意見としましては、特定の団体や利用者に偏らないように、利用者に対して

常に公平な対応をしていただきたい、利用者に求められる新しいニーズを取り入れ、市民

満足度の向上を図られたい、また、提案を上回るような利用料金収入、経費削減をしてい

ただきたいなどという意見が委員の皆様からありました。 

 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

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 それでは、千葉市花見川区幕張コミュニティセンターの指定管理予定候補者とすべき者

を、株式会社京葉美装といたします。 

 千葉市花見川区幕張コミュニティセンターの審査は以上となります。 

 以上で、議題３の「千葉市花見川区幕張コミュニティセンター指定管理予定候補者の選

定について」の審議を終了します。 

 次に、議題４の「今後の予定について」、事務局より説明をお願いいたします。 

○大八木地域づくり支援室長  今後の予定についてご説明いたします。 

 資料５をご覧ください。本日の部会の報告につきましては、小野寺部会長から選定評価

委員会の横山会長にご提出いただき、その後、会長から市長宛てに、選定評価委員会とし

ての答申をしていただきます。 

 この選定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、すべての申請者へ選定結果を通知し、指定管理予定候補者と仮協

定を締結しまして、１１月に開催予定の令和２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、議決いただきました後、本協定書を締結し、令和３年４月から新た

な指定期間における指定管理開始となります。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

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

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、次に、議題５の「その他」について、事務局から説明をお

願いします。 
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○大八木地域づくり支援室長  議事録についてご説明いたします。 

 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したいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  それでは、最後に、全体を通して委員の皆様から、ほかにご質問、ご

意見等はございますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺委員  それでは、私から、二つありまして、まず日程、次回は予備で取ってお

いた今月のは、もうなしということでいいのですか。 

○大八木地域づくり支援室長  そうです。今日で終了になりますので、２２日はなしと

いうことで。 

○小野寺委員  わかりました。 

 そうすると、次の予定は入ってないのでしたか。 

○地域づくり支援室職員  今年度はこれで終わりになります。 

○小野寺委員  分かりました。 

 ２点目、少し込み入った話ですけど、今日、この審査を皆でやりましたけれども、少し

違和感があった部分があって、簡単に申し上げますと、事前で事務局のほうで採点してい

ただいた部分、具体的には、５番の施設の維持管理に要する経費を削減するものであるこ

との、様式第２５号の管理経費の指定管理料の部分、それの配点が２５点になっていて、

形式的なものだから数字を電卓に入れて計算したら、基礎点プラス加点で、それぞれ３社

こういう結果になりましたということなのですけれども、皆さんのお手元にないかもしれ

ないけれども、以前に配られた募集関係資料の確定版の中で「選定基準」が書いていまし

て、その中で、ここの項目に関しては、２５点の配点があって、提案額が基準額を超えな

い場合には、基礎点として１５点をまず入れますと。あと残りの１０点については、加算

点として一定の計算式で入れているのですね。一定の計算式というのは、基準額よりどれ

だけ削減した提案を持ってくるかなのです。それを形式的に事務局が計算されて、今回の

配点の結果になっているのですけれども、この「募集要項」のこの「選定基準」の、ここ

の注書きがあって、「基準額から削減率が目標削減率を超える場合でも加算点は１０点と

し」、その後なのです。「収入・支出見積りの妥当性について慎重に審査するものとする」

とあるのですね。 

 今日やってみた感想として、確かにものすごく削減して提案してきているところがあり

ました。ただ、よく話を聞いてみたり、それぞれ比較してみると、本当にこの見積りで大

丈夫なのかなと、具体的には人件費の積み上げの部分ですね。人件費というのは、この指

定管理をやる場合には、一番コストがかかる分で、今そこを削減してくれればもちろんい

いのですけれども、品質ですね、最低限の品質を守るのと、それから利用者に対する利便

性という意味では、そこは一番、逆に大きいのですね。何か突発的なことがあればメンテ

ナンスもしなければいけない。あるいは、先ほどから話題に上がっている避難所を開設し

なければいけないような、災害のときに対応できるスタッフがどれだけ配置できるのかと

いうのも、実は、費用がかかったとしても、もしかしたらたくさん優秀な人材が張りつい

ているほうがいいのかもしれないですので、必ずしも見た目上の削減が良いから良い評価
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になるというのは、少し妥当ではないのかなというのが感想です。 

 ですので、次にこの基準をつくる、見直す機会があれば、私は、その会に出席する機会

があれば改めて申し上げたいとは思いますけれども、少しその辺り、次回の選定のときに

は配慮していただいたほうがいいかなと思います。意見です。 

○小野寺部会長  ほかにございますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、皆様方の協力によりまして、本日の議事はすべて終了しま

した。どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局にお返しします。 

○地域づくり支援室職員  慎重なご審議ありがとうございました。 

 以上をもちまして、令和２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第３回花見川区

役所部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日は、お忙しい中、長時間にわたりありがとうございました。お疲れさ

までございました。 


