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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回稲毛区役所部会 

 

１ 日時：令和２年１０月１２日（月）１３：００～１６：４５ 

 

２ 場所：千葉市稲毛保健福祉センター ３階 会議室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

長根 裕美委員（副部会長）、印南 耕次委員、藤沼 昭和委員 

（２）事務局 

大須賀稲毛区地域振興課地域づくり支援室長、宮川主査、原田主任主事、鵜澤主任

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 千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター  

イ 千葉市稲毛区長沼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 千葉市稲毛区穴川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」として選定することを決定した。  

イ 千葉市稲毛区長沼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「Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体」、第２順位を

「株式会社千葉マリンスタジアム」として選定することを決定した。  
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（３）今後の予定について  

今後のスケジュールについて、事務局から説明した。  

（４）その他 

議事録の公開について、事務局から説明した。  

 

６ 会議経過： 

○地域づくり支援室職員  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。定刻より少し前でございますけれども、皆さんおそろい

ですので、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回稲毛区

役所部会を開会いたします。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます地域振興課地域づくり支援室の宮川でござ

います。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、お手元のピンク色のファイル、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」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、定期的

に窓を開放し換気を行います。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稲毛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。 

 なお、稲垣委員、西川委員におかれましては本日ご欠席との連絡をいただいております

ので、ご報告させていただきます。 

 続きまして、職員につきましてご紹介いたします。 

 地域振興課職員、地域づくり支援室長の大須賀でございます。 

 主任主事の原田でございます。 

 同じく、主任主事の鵜澤でございます。 

 最後に、改めまして、主査の宮川でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、着座にて失礼させていただきます。 

 それでは、議事に入ります前に、まず、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「採点表」、あと「委員からの事前質問に対する回答」でござ

います。そして、資料４－２「形式的要件審査（第一次審査）結果一覧」ですが、こちら

はピンク色のファイル内の資料４－２の差し替え分でございます。あと、今申し上げたピ

ンク色のファイルには本日の会議資料を、青色のファイルには各申請者からの「指定申請

書類」をそれぞれつづって机上にご用意しております。また、各申請者からの「提案書」

も置かせていただいております。会議資料一覧につきましては、ピンク色のファイル内に

ございます。こちらに記載のある資料に不足等がございましたら、どうぞお知らせくださ

い。 



 

 ―３― 

 とりあえずは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

３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、部会長である稲垣委員がご欠席のため、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６項において準用する第９条第４項

に基づき、進行を長根副部会長にお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

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

 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。 

○大須賀地域づくり支援室長  地域支援室長の大須賀でございます。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、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、ご説明させていただきたいと思います。 

 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、

失格事由に該当するものでないかについて、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１次審査）結果」でございますが、千葉市稲毛区穴川

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、

失格事由として、「ア 募集要項に定めた応募資格・要件が備わっていないとき。」など

８項目が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「○」の記載をいたします。審査結果につ

いては後ほどご説明いたしますが、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。 
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 次に、審議の流れについてですが、資料１の「第３回稲毛区役所部会進行表」をご覧く

ださい。千葉市稲毛区長沼コミュニティセンターを例にご説明させていただきます。 

 「進行表」の「（２）千葉市稲毛区長沼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」の下の項目になりますが、「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、各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４－４「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、団体の経営及び財務状況について、公認会計士である印南委員より計算書類

等に基づきご説明をお願いしたいと存じます。財務状況等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。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。 

 なお、２０分が経過しましたら申請者には退室をしていただきます。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分を越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。 

 申請者の退室後、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

ングを行い、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、最初の申請者の採点も再度ご確認いただき、資料４－４「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。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、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には、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となります。 

 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。 

 事務局からは以上でございます。 

○長根副部会長  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） 

○長根副部会長  それでは、次に議題２「千葉市稲毛区穴川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、事務局よりご説明をお願いいたします 

○大須賀地域づくり支援室長  ご説明させていただきます。 
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 それでは、穴川コミュニティセンターについてご説明をさせていただきます。 

 まず、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。 

 最初に、公募についてですが、７月３１日、市のホームページに「募集要項」等を掲載

して募集を開始しました。次に、８月７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日に本市ホームページにて掲載いたしま

した。その後、８月３１日から９月４日までの間に「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、株式会社京葉美装から申請がありまし

た。 

 続きまして、第１次審査結果についてご報告させていただきます。資料３－２をご覧い

ただければと思います。 

 資料３－２「形式的要件審査（第１次審査）結果一覧」でございますけれども、千葉市

稲毛区穴川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

は、項目コを除きまして各審査項目の内容について事務局にて審査した結果、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しております。 

 なお、項目コの確認につきましては、照会に時間がかかっており申し訳ありませんが、

現在も警察に照会中となっております。今後、失格となるような事実が判明した場合は、

選定評価委員会による審査の後であっても指定管理予定候補者に選定いたしません。しか

しながら、本日の選定評価委員会のヒアリングはあくまで提案内容に基づいて内容審査を

行っていただければと存じます。 

 以上でございます。 

○長根副部会長  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。 

（なし） 

○長根副部会長  それでは、審査に入りたいと思います。 

 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。

○大須賀地域づくり支援室長  審査に先立ちまして、穴川コミュニティセンターの審査

について補足説明させていただきます。 

 穴川コミュニティセンターについては応募者が１団体のみでしたが、千葉市指定管理者

制度運用ガイドラインに基づき公募手続を行っている以上、一応の競争性は確保されてい

ると判断されますので、応募は有効となります。 

 なお、応募が１団体のみであっても、直ちに当該応募者を指定管理予定候補者として選

定することは妥当ではありませんので、対象施設を最も適切に管理することができると認

める者を指定管理予定候補者として選定するという設置管理条例の規定に基づき、「選定

基準」を満たすものであるかを審査する必要があります。 

 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

配りさせていただいた資料３－４「採点表」をご覧ください。 

 まず、２の「（１）同種の施設の管理実績」でございます。こちらにつきましては、「同

種の施設の管理実績あり」であったことから５点と採点いたしました。 

 続きまして、５の「（２）管理経費（指定管理料）」ですが、提案額が基準額の範囲内
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であったことから基礎点の１５点に加算点を加えた額を得点としますが、提案された管理

経費の額を所定の算式に当てはめた結果、削減率が０．００１％でございましたので、端

数整理により加算点が０点となりました。これにより基礎点のみの１５点と採点したもの

でございます。 

 次に、６の「（１）市内産業の振興」ですが、法人の本店が千葉市に所在しており、市

内団体であったことから３点と採点いたしました。 

 次に、６の「（３）市内雇用への配慮」ですが、すべての施設従事予定者が市内在住で

あったことから３点と採点いたしました。 

 最後に、６の「（４）障害者雇用の確保」ですが、障害者の実雇用率が１．４７％で法

定雇用率２．２％を達成しておりませんので、こちらは０点と採点いたしました。また、

施設において１名３０時間以上雇用することを提案しており、「選定基準」の「１人以上

雇用する場合」に該当することから１点と採点いたしました。これにより、本審査項目の

採点は１点といたしました。 

 以上でございます。 

○長根副部会長  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。 

（なし） 

○長根副部会長  ありがとうございました。 

 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）団体の経営及び資産状況」について、公認会計士である印南委員より計算書

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。）  

○長根副部会長  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） 

○長根副部会長  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。こち

らにご案内してください。 

[株式会社京葉美装 入室] 

○長根副部会長  それでは、これからヒアリングを行います。よろしくお願いいたしま

す。 

 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願います。ご説明が終わり

ましたら本部会の委員から質問させていただきますので、お答えいただきますようにお願

い申し上げます。 

 それでは、ご説明お願いいたします。 

○株式会社京葉美装（国吉）  まずは、ご挨拶申し上げます。本日はよろしくお願いし

ます。 

 私、京葉美装の社長の国吉でございます。 

 そして、私の右、前列右が指定管理部長の三原、そして左が、穴川コミュニティセンタ

ーの所長の海上、そして後ろが本社の取締役の経理部長の塚田、そして本社の設備担当で
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千葉市消防のＯＢである勝地でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

 着座で失礼いたします。よろしくお願いします。 

 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として平成１８年の当施設からお世

話になり、指定管理者としても実績がございます。おかげさまで、現在、当施設のほか、

千葉市内の鎌取、畑、幕張等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い

ております。 

 ４ページ、ご覧ください。 

 ４ページに示すとおり、穴川以外の３施設の稼働率を書いてありますけれども、新型コ

ロナウイルスの影響を受けながらも、また稼働率目標は市とお約束した数字を達成してい

ます。 

 また、ページが飛びますけれども、３３ページをご覧ください。 

 ３３ページは穴川コミュニティセンターの施設の稼働率ということで記載させていただ

きましたが、当施設も令和２年の最終年度の目標５９．１％に対して、令和元年度、１年

前倒しで５９．７％ということで市とお約束した数字を達成しております。 

 次に、１０ページをご覧ください。 

 当施設は今回も単独での応募でございますが、千葉市のご覧の３法人をはじめ、地元団

体には各種業務、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おります。 

 次のページの１１ページでございますが、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まして、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が、当社の千葉市消防ＯＢ社員

による施設の自主点検、そして、次の１２ページの事例にございますように、自主点検の

結果、利用者の安全確保やサービス向上という観点から、玄関先の敷石ブロックの段差の

修正や落ち葉で腐葉土など、維持管理チームにより対応しています。このように、常に施

設を最善の状態に維持するよう努めております。 

 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・緊急のそれぞれ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

止に努めています。加えて、１７ページに入りますが、高い水準で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、飛びまして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、昨年の台風で避難場所になった経験を踏まえ、２４時

間態勢で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の確保や快適

性に加え新型コロナウイルス対応にも配慮し、飛沫や３密防止対策の徹底、そして検温、
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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にも対応します。 

 次に、３０ページをご覧ください。 

 サービス向上策ですが、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策として、入館時の受付での飛沫の区画、検温実施に加え、

飛沫ガードパネル、加湿器も貸出備品に備えます。 

 次に、３１ページですが、障害者や外国人に分かりやすいよう対象自主事業に点字や手

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。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、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に連絡

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、他施

設利用者との交流促進にもつながると考えています。 

 次に、４０ページをご覧ください。 

 市からの受託業務の穴川コミュニティまつりですが、実行委員会を組織し、当社が事務

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を継続するとともに、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を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、ご来場のきっかけづくり、多世代交流、地域社会貢献の三つの体系を

念頭に、２ページにもある稲毛区の五つのまちづくり施策をテーマに各種事業を展開しま

す。４５ページにあります防犯・防災をテーマとしたＡＥＤ講習、避難所体験など自助・

共助・公助の意識醸成を深める事業、そして高齢者・障害者支援をテーマとした健康マー

ジャン、パラスポーツ体験など、４６ページに移りまして、自然や環境をテーマとしたミ

ツバチプロジェクト、稲毛さんぽなど、４７ページに移りまして、郷土愛などをテーマと

した千葉氏、開府９００年、千葉市制１００周年など、子育てや青少年支援をテーマとし

たパソコンプログラミング教室、チアダンス教室など、そして、ご好評につき毎年恒例開

催中の東京五輪、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させてい

ただきます。 

 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、ＪＥＦユナイテッド、稲毛海浜公園の指定管理者などの
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諸施設とも連携し、千葉市の山の手エリア、そしてベイエリアの市民交流を図る事業を展

開させていただきます。これらの自主事業には、今までも近隣の千葉大学、敬愛大学、京

葉工業高校など学生各位にもご協力いただいており、今後も継続で連携してまいります。 

 最後になりますが、表紙にも記載させていただきました「一燈照隅 万燈照国」、当コ

ミュニティセンターに集う方々が笑顔あふれる下で、地域、千葉市、そして、日本を輝か

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

ています。 

 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。 

○長根副部会長  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ありましたらお願いいたします。何かございませんで

しょうか。 

 どうぞ。 

○藤沼委員  営業を置くということなのですけれども、これは前もあったのでしょうか。 

 そして、営業の方はどのような活動をされるのでしょうか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  私どもの京葉美装本社の人間には名刺の裏に各コミュニ

ティセンター、名前を入れさせていただいて、そして、既にイベントで動員とかを張って

いるイベントが年に何回もございますので、必ずかばんに忍ばせておく、そういった形で、

私も率先して、もう営業担当としてロータリークラブのポストを１００社ぐらい入れたり、

そういう活動をさせていただいています。 

 ですから、専属の営業マンではないですけれども、もう常に名刺にはコミュニティセン

ターの名前、そして、イベントのチラシを忍ばせているということを常に念頭に置いて活

動しております。 

○藤沼委員  ありがとうございます。 

 自主事業をかなり手広くやっていただいていると思います。コミュニティセンターの活

動にとっては非常に重要なリソースになってくるのかなと思うのですが、今までずっとや

ってきて、自主事業の見直しや、新たに加えたものは、全体で何事業あって、そのうち何％、

あるいは何事業見直したのでしょうか。また、その結果、廃止又は新設した事業があるの

でしょうか。 

 また、現在やっている自主事業は、全体的になかなか黒字にならなくて、一生懸命、頑

張っているのでしょうけれども、赤字になる事業が非常に多いという状況ですので、やは

り運営上いかがなものかと思います。今回の応募では約２５万円の黒字を計上しています

ので、ぜひ達成していただきたいなと思います。 

 魅力ある事業を展開するためにいろいろな人と連携しているということですが、新旧ど

のような考えで入れ替えているのか、その点も教えていただきたいです。 

○株式会社京葉美装（国吉）  それでは、既存のイベントに関しては、海上のほうから

ちょっとざっくりと概要をお伝えいただけますか。 

○株式会社京葉美装（海上）  既存の自主事業なのですが、先ほど冒頭でうちの国吉の

ほうから説明がありました、４５ページをご覧ください。この中に今現在、既にやってい

る自主事業があります。例えば、「①人にやさしく誰もが安心して暮らせる安心まちづく
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り事業」の中で、ＡＥＤ講習とか、それとか、今後ですけれども、今期中にやろうとして

いるのがスマホ教室。 

 それと、下の２番に移ります。サッカー合同スポーツ大会とか社交ダンス交流会とかヨ

ガ教室、あとみんなで歌う会、以後、大会と書いてありますけれども、囲碁教室とか結構

あります。 

 それと、４６ページをお願いします。これをずっと読み上げていくと相当な数になりま

す。例えば、ここでいうと横田滋写真展、これは拉致被害者の写真です。あと、福島復興

支援ですね、福島県の被害者、避難者に対して応援をするということです。あとは、千葉

コミュニティテレビとか、稲毛穴川寄席、それとロビーでの展示、コンサート。３番に移

ります。フラワー教室とか近隣のサークルさんの山野草の展示だとか、それと４番に移り

ます。ベイサイドジャズ、それと東京五輪音頭とか、続きまして、５番に行きます。５番

だとチアダンス教室等というものを既存の自主事業ということであれば、既にそういう事

業をやっております。 

○株式会社京葉美装（国吉）  あと、継続で、今、新規で計画しているのが避難所体験

会、こういったものもやはり台風とか今地震とかで毎日のように、今朝もＮＨＫのニュー

スで避難所運営ゲームというのがいろいろなところでやられているというふうにありまし

たけれども、そういった自助・共助・公助を醸成するようなイベント、そこを強化してい

きたい。そして、既に鎌取コミュニティで始まったみつばちプロジェクトという、今、東

京都かそういったところでは屋上に養蜂園をつくって地域の環境をよくしていくという、

ミツバチの生態系を参加した人たちには勉強していただいて、そして、さらにミツバチの

地域で環境をよくしていくという動きを始めていますので、それをここでもやっていきた

い。 

 それからあと、特に千葉市制の１００周年、そして千葉氏の９００年、これも地域性意

識醸成という形で火をつけていきたいというふうに思っていますし、それから、特に今、

地元の加曽利貝塚の会長さんとかと打合せしている加曽利貝塚巡回展とか、あとはモノレ

ールの祭りのサテライト、モノレールの社長とも打合せしていますので、川上社長や松本

常務とも打合せしています。 

 あと、動物公園のテレワークということで、動物公園の鏑木園長さんが東芝のＯＢです

から、そういったテレワークを使った動物園もサテライトとしてやっていきたいというふ

うに考えています。 

○藤沼委員  ありがとうございます。 

○長根副部会長  印南委員。 

○印南委員  「提案書」の３４ページですけれども、国𠮷社長はＹｏｕＴｕｂｅなどで

穴川コミュニティセンターの情報発信をしていましたよね。 

○株式会社京葉美装（国吉）  はい。 

○印南委員  あれは現在、ストップしていますよね。もったいないなと思ったのですが、

やらないのですか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  ちょうど今、新型コロナウイルスの影響で３月から、出

演者は待機しているのですけれども。 

○印南委員  あれは２０１９年からもうやっていないようですが。 



 

 ―１１― 

○株式会社京葉美装（国吉）  いえ、今年は２０２０年の２月が最後の放送になってい

ます。 

○印南委員  そうですか。２月があったのですね。 

○株式会社京葉美装（国吉）  はい。２月が最後の放送で、３月以降やはり、ちばぎん

総研の社長さんから、そのときは、すみません、ちょっと新型コロナの影響でと、そうで

すよねということで、ちょっと今、中断していますけれども、ぼちぼち企画して、年末か

年始の辺りから再開したいと思います。 

○印南委員  社長はコンピュータにかなり興味がありそうですが、京葉美装のホームペ

ージは、ｈｔｔｐｓの「ｓ」がないですよね、暗号化されてない。 

○株式会社京葉美装（国吉）  ホームページは次年度、全部リニューアルする予定です。 

○印南委員  そうですか。いや、ホームページを見ますと暗号化されてないですよと警

告が出ますので、社長は詳しいのに変だなと思っていました。 

○株式会社京葉美装（国吉）  新年度から全部、本社も含めて見直しします。 

○印南委員  それから、ＳＮＳもいっぱい使っていますね。いっぱい使っていますが、

ほとんどアクセスないです。ほとんどアクセスがない、反応がないようです。 

○株式会社京葉美装（国吉）  ホームページとかですね。ＹｏｕＴｕｂｅは結構、今１

８万件ぐらい。 

○印南委員  先ほど話を聞いていまして、社長は確かに千葉市の名士たちと付き合いが

あっていいのですが、社長一人が目立っているという感じがします。それは悪いことでは

ないのですが、もうちょっと組織的なものがないのかなという、そういう気がしましたね。 

○株式会社京葉美装（国吉）  今、例えばＪ：ＣＯＭさんなんかのコマーシャル番組は、

月に一遍、コミュニティセンターだよりというのをやっていまして、そこは各センターの

所長が司会者になってサークルさんの紹介をしたり、活動事例を発表したり。 

○印南委員  それは月１回やっているわけですか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  はい。 

○印南委員  コミュニティセンターは、どこもＳＮＳなどを使っていますよと言います

が、実際のユーザーというのは、年齢層がかなり高いでしょう。そういう方々にＳＮＳを

使えといってもなかなか難しい、効果があまりないのではないかと思うのですが、効果は

ありますか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  その辺りも鑑みていまして、今、Ｊ：ＣＯＭさんと割と

いろいろ情報交換していまして、Ｊ：ＣＯＭさんと共催のスマホ教室、それはもう普通の

スマホの使い方からＳＮＳの使い方まで、それを頻繁にやっていこうという企画をしてい

ます。 

○印南委員  そうですか。要するに高齢者がコンピュータを使ってくれるようになると

助かるということですよね。 

○株式会社京葉美装（国吉）  はい。災害時のいろいろな使い方もできますし。それは、

今後もスマホ教室というところで、Ｊ：ＣＯＭさんと連携して、かなり評判のいいイベン

トになるのではないかなということで今仕込みをしております。よろしくお願いします。 

○長根副部会長  ほかにございますか。 

○地域づくり支援室職員  残り１０分です。 



 

 ―１２― 

○長根副部会長  私のほうから１点。施設の利用促進のための方策をいろいろお考えに

なっているようなのですが、例えば健康手帳を配ったり、健康クラブをつくってそれに参

加していただく等、いろいろとしかけを考えていらっしゃるようなのですけれども、大体

コミュニティセンターは、サークルや団体で利用される方が多くて、１人で利用しづらい

というか、そのきっかけがつかめないのではないかと思います。 

特に、ご老人ですと何か団体に入って利用というのが、今からだと難しくて、かといって

１人で利用するにしてもちょっと敷居が高いのかなというところもあったりするのではな

いかと思いますが、そういった１人利用に対する取組みみたいなものは、ここに書かれて

いる以外のことで何かお考えはありますでしょうか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  例えば稲毛さんぽとか、募集に関してはお一人単位から

参加できるようになっていますし、我々の各センター共通での募集になっていますので、

例えばエリアの違ったところから１人ずつ参加するようなことも可能です。 

 ちょうど今年は新型コロナの影響で中止になってしまったのですけれども、畑コミュニ

ティセンタ－で企画した畑の近隣の神社を回ったり、旧所名跡をめぐるものもかなり好評

で、各センターから１人、２人の参加もありまして、そういったものを計画することとか、

あとは、夜の映画館というのを鎌取でスタートを既にしているのですが、これは夜空いて

いる時間を利用して毎日いろいろな映画を、自主映画を。今やっているのは銚子電鉄を救

済しようということで、当然抽選が終わった空いている部屋を利用して銚子電鉄の「電車

を止めるな！」という上映会、これを毎日、本当に１人でも参加する方いらっしゃるので、

最高１０人ぐらいですかね、密を回避するということで３０人ぐらいの部屋で毎日ちょこ

ちょこやっている。今後はまた地域の大学生の映画サークルとかそういった方々にも発表

の場として、有料・無料問わずにそういった夜の参加者のほうも１人でぷらっと来ても参

加できるようなものを企画を深めていきたいというふうに考えています。 

○長根副部会長  ありがとうございます。閉じこもりがちな、ご老人とは限りませんけ

れども、一人一人がコミュニティセンターに来やすくしていただいて、それでまたそこで

コミュニティづくりに貢献できるようなことを考えていただければと思いました。 

○株式会社京葉美装（国吉）  今ちょっと言い忘れましたけれども、ＪＥＦユナイテッ

ドさんと今お話ししているのが、今フットサルも５人集まらなくてはできないというので

なかなか１人で参加したいという人のために１人で参加できる個サル、個人のフットサル、

個サル教室というのを今企画していまして、それも実は畑コミュニティで、多分、千葉市

では初めてだと思うのですけれども、フットサルの道具とボールを全部そろえていますの

で、これはもう二、三年前からスタートして、畑コミ辺りでスタートしながら事務局をし

っかりさせて、この穴川でも広げていきたいというふうに考えています。 

○長根副部会長  ありがとうございました。 

ほかによろしいでしょうか。 

（なし） 

○長根副部会長  そうしますと、お時間となりましたので、これでヒアリングを終了さ

せていただきたいと思います。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（国吉）  ありがとうございました。よろしくお願いします。 

[株式会社京葉美装 退室] 
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○長根副部会長  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いた

します。採点が終わりましたら、「採点表」を事務局職員にお渡しください。採点の終わ

った方から休憩としていただきます。再開はあちらの時計で２時１０分といたします。 

 では、採点お願いいたします。 

［採点・休憩］ 

○長根副部会長  それでは、議事の再開をいたします。 

 事務局から集計結果の報告をお願いいたします。 

○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が総得点となります。株式会社京葉美装ですが、総

得点が１０９．７点でございます。なお、０点がついた項目はございません。 

 以上でございます。 

○大須賀地域づくり支援室長  すみません。１点補足をさせていただければと思います。 

 本日、ご欠席となっております稲垣委員からは、本件について特段のご意見はないとい

った旨お伺いしております。 

 以上でございます。 

○長根副部会長  ただいま事務局よりご報告いただきましたとおり、株式会社京葉美装

の提案が「管理運営の基準」等を満たしているものとして、千葉市稲毛区穴川コミュニテ

ィセンターの指定管理予定候補者とすべき者として選定してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○長根副部会長  では、承認ということでお願いいたします。 

 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、あるいは

工夫が見られる点など、具体的なご意見をいただきたいと思います。 

○印南委員  優れている点は、千葉に本社のある会社ということではないでしょうか。 

○長根副部会長  要は市内産業の振興を図るということでしょうか。 

○印南委員  そうですね。社長はロータリークラブの会員でもあるようです。 

○長根副部会長  私のほうから挙げるとすると、かなり多様な自主事業を考えていらっ

しゃるようで、既存のものを継続するのみならず、常に新しい自主事業を検討してくださ

っていて、自主事業等を通じて、コミュニティセンターの機能向上を図っていこうという

意思が感じられた点はよかったのではないかなと思っております。 

 ほかに何か優れている点、あるいは工夫が見られる点等がありましたらお願いいたしま

す。 

（なし） 

○長根副部会長  なお、附帯意見としまして、現況では調査中の項目があったと思うの

ですけれども、警察への照会事項、審査項目コについては確認中ということですので、確

認の結果、万が一、応募資格がないという場合は失格ということをつけさせていただきた

いと思います。 

 それでは、選定理由として、皆様のご意見や「採点表」を確認いたしますと、まず、株

式会社京葉美装は「募集要項」及び「管理運営の基準」を満たしていると認められる。特

に市内産業の振興に工夫が見られる、また、利用促進のため、多様かつ常に新しい自主事
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業を取り入れる点において優れていたとさせていただきます。 

 また、附帯意見といたしましては、応募資格のうち警察への照会事項である審査項目コ

については確認中であることから、確認の結果、応募資格がない場合は失格とするという

こととさせていただくという意見がありましたので、それを踏まえて私と事務局と調整し

て意見をまとめていくことでご一任をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

○長根副部会長  承認といたします。ありがとうございます。 

 それでは、千葉市稲毛区穴川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。 

 以上で、議題２「千葉市稲毛区穴川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」の審議を終了いたします。 

 それでは、ここで５分程度休憩を取りたいと思います。あちらの時計で３５分ぐらいか

ら再開いたしますので、その前にお席にお戻りください。 

（休憩） 

○長根副部会長  それでは次に、議題が千葉市稲毛区長沼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。 

○大須賀地域づくり支援室長  それでは、長沼コミュニティセンターについてご説明さ

せていただきます。 

 まず、公募から第１次審査までの経過及び応募状況についてですけれども、公募等の結

果につきましては、穴川コミュニティセンターと同様となりますので省略させていただけ

ればと思います。 

 長沼コミュニティセンター申請者につきましては、資料４－１「申請者一覧」のとおり、

株式会社千葉マリンスタジアム及びＦｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同企業体の二つの

法人等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。 

 千葉市稲毛区長沼コミュニティセンターの指定管理者の申請者に係る第１次審査の結果

についても、項目コに関係する項目を除き事務局にて審査した結果、すべての申請者につ

いて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しており

ます。なお、項目コの暴力団密接関係者でないことに関する取扱いについては、先ほどの

株式会社京葉美装と同様でございます。 

 次に、追加資料として、本日、机上に配付させていただきました「形式的要件審査結果

一覧」をご覧ください。 

 現時点において、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体に関し、１次審査項目で

あるキについて、労働条件チェックリストの概要等について事実関係を確認している事項

がございます。事実確認の結果、失格となるような事実が判明した場合は、項目コと同様

に、選定評価委員会による審査の後であっても指定管理予定候補者に選定いたしません。

しかしながら、本日の選定評価委員会のヒアリングは、先ほどの穴川コミュニティセンタ

ーと同様、あくまでも提案内容に基づいて内容審査を行っていただければと存じます。 

 以上でございます。 
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○長根副部会長  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） 

○長根副部会長  それでは、審査に入りたいと思います。 

 はじめに、株式会社千葉マリンスタジアムについて審査いたします。 

 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。 

○大須賀地域づくり支援室長  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。お手元にお配りいたしました資料４－４「採点表」をご覧ください。 

 株式会社千葉マリンスタジアムについてでございます。 

 ２の「（１）同種の施設の管理実績」ですが、「同種の施設の管理実績あり」であった

ことから５点と採点いたしました。 

 次に、５の「（２）管理経費（指定管理料）」ですが、提案額が基準額の範囲内であっ

たことから、基礎点の１５点に加算点を加えた額を得点といたします。提案された管理経

費の額を所定の算式に当てはめた結果、削減率が７％、加算点が７点であったことから、

２２点と採点いたしました。 

 次に、６の「（１）市内産業の振興」ですが、法人の本店が千葉市に所在しており、市

内団体であったことから３点と採点いたしました。 

 次に、６の「（３）市内雇用への配慮」ですが、施設従事予定者の約９割が市内に在住

であったことから、「選定基準」の市内在住者の８割以上に該当いたしますので、３点と

採点いたしました。 

 最後に、６の「（４）障害者雇用の確保」ですが、障害者の実雇用率が１．０４％で、

法定雇用率２．２％を達成しておりませんので、０点と採点いたしました。また、施設に

おいて１名雇用することを提案しておりますが、障害の程度を重度以外、かつ、週所定労

働時間を１４時間としており、０．５人とカウントされます。これは、「選定基準」の１

人以上を雇用しない場合に該当いたしますので、０点と採点いたしました。これにより、

本審査項目の採点は０点といたしました。 

 以上でございます。 

○長根副部会長  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ありますでしょうか。 

（なし） 

○長根副部会長  ありがとうございました。 

 では、株式会社千葉マリンスタジアム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、公認会計士である印南委

員より、計算書類等に基づいてご説明いただきたいと思います。 

（※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。）  

○長根副部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何かご質問ありますでしょうか。 

（なし） 

○長根副部会長  それでは、これから千葉マリンスタジアムのヒアリングを行います。
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こちらにご案内してください。 

[株式会社千葉マリンスタジアム 入室] 

○長根副部会長  それではおかけください。 

 それでは、これからヒアリングを行います。よろしくお願いいたします。 

 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いただきます。ご説明が終

わりましたら当部会の委員から質問させていただきますので、お答えいただきますようお

願いいたします。 

 それでは、ご説明お願いいたします。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（中村）  千葉マリンスタジアムの中村でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 はじめに、私から、本日出席をさせていただいております弊社の社員についてご紹介を

いたします。 

 私の右隣でございます、長沼コミュニティセンターの所長として着任する予定の吉田で

ございます。 

 それから、私の左隣、コミュニティセンターの管理等を総括いたします文化事業部長の

浅川でございます。 

 それから、その浅川の後ろになりますが、スポーツ事業の統括をしております白井スポ

ーツ事業部長でございます。よろしくお願いします。 

 それから、私の右後ろですけれども、本社の総務部長をしております永井でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（吉田）  吉田でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、長沼コミュニティセンター指定管理者応募提案書の内容に沿いまして説明を

させていただきます。 

 まず、１ページ目をご覧ください。 

 最初に、長沼コミュニティセンターの管理運営の基本的な考え方についてですが、市民

サービスの向上と管理経費の縮減を図ることを大きな目的として、千葉市における指定管

理者制度運用の四つの基本理念に基づき、２番から６番までのとおり管理運営を行います。

特に「３ 公の施設を管理運営する基本姿勢」として、公共性・公益性の担保という大き

な責任を有することを常に意識し、常に千葉市と連携・協働して適正な管理運営を行いま

す。公平・公正、法令遵守、施設価値の向上、創意工夫、この四つのポリシーが当社が公

の施設を管理する上での基本姿勢です。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 「（３）管理運営の執行体制」についてですが、１の図にありますとおり、所長以下１

３名の体制で管理を行います。設備機器や施設管理、清掃業務におきましては専門知識を

有する千葉市内の業者に委託しますが、当社社員により業務の執行状況を客観的に検査・

確認し、施設価値の向上につなげてまいります。 

 「２ 救急時の連絡体制等」についてですが、緊急時の対応と施設連絡網・社内連絡網

を整備したポケットマニュアルを作成し、全職員に携行させるとともに、所長、副所長は

千葉市内に居住する者を配置します。 
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 次に、１７ページをお願いいたします。こちらは、施設及び備品の管理、清掃、警備等

についての項目のうち、環境衛生の管理についての対応と方法です。 

 「１ 新型コロナウイルス感染症対策」として（１）から（６）までの対策を講じてま

いります。また、「４ ごみ減量への取り組み」として、千葉市環境基本条例、千葉市環

境基本計画に基づく３Ｒ運動を推進するとともに、落ち葉などのたい肥化とリサイクル、

めくりまして１８ページになりますが、ごみの減量を含めたコスト縮減実行計画を立て、

排出ゴミの減量に取り組みます。 

 次に、２３ページをお願いいたします。 

 こちらリスク管理及び緊急時の対応でございますが、「４ 災害時の市との協力体制」

として、避難所開設指示を受けた場合は避難所運営委員会と避難所を開設し、また、夜間

等の突発的な災害発生時は避難所を開設する前に避難者の受入れなどを行います。こちら、

めくりまして２４ページに記載されておりますが、災害対策物資に不足が生ずると予測さ

れる場合には、指定管理者が物品を確保して提供します。 

 次に、２９ページをお願いいたします。 

 施設利用者への支援計画として、１から９までの支援を行ってまいります。特に利用者

への新たなサービスの向上を目的とした具体的な方策としまして、３１ページの８、「（１）

熱中症対策」及び「（２）感染症対策としての消毒の強化」など、利用者の立場に立った

支援を行ってまいります。 

 次に、３２ページをお願いいたします。 

 「（４）施設の利用促進の方策」についてですが、「１ 利用促進の基本方針」を踏ま

え、以下、２番から５番までの具体策を実施します。この中で特に２番の（５）、３３ペ

ージになりますけれども、２番の（５）、稲毛区内にある大学３校や千葉北高校、犢橋高

校などのサークル・部活動等へ働きかけ、教育機関との連携を通じて施設の利用促進を図

ります。 

 ３４ページお願いいたします。 

 「４ 自主事業の展開」では、地域の特性を踏まえ、コミュニティ活動の契機となるよ

うな事業を実施することにより、利用者の自主的な活動及び新たな地域活動の起爆剤とな

るような支援を行い、利用者との信頼関係を構築しながら利用促進並びに地域の活性化を

図ってまいります。 

 次に、４１ページをお願いいたします。 

 「（７）成果指標の数値目標達成の考え方」ですが、施設稼働率は令和３年度の目標値

を令和元年度の実績値をベースとして設定し、令和４年度以降２ポイントずつの増加を目

指し、令和６年度に市設定の目標値の達成を図りたいと思います。また、体育館の利用者

数も毎年おおむね３％の増加を目標とし、こちらも令和６年度に目標値の達成を図ります。 

 続いて、４２ページをお願いいたします。 

 この数値目標を達成するための具体的な方策についてですが、２の（１）から（４）の

具体策により実施いたします。この（１）から（４）の中、特に（２）の料理実習室、そ

して夜間稼働率の向上を図ることにより新規利用者の獲得に努めます。 

 次に、４３ページをお願いいたします。 

 「（８）自主事業の効果的な実施」についてですが、自主事業に関する基本的な方針と
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して、コミュニティセンターの設置目的、ビジョン・ミッションを踏まえた自主事業、地

域住民のニーズを反映した地域に密着した自主事業を展開します。具体的な事業としまし

て、映画上映などの文化事業、健康増進のための体育事業、講習会などを行います学習啓

発事業、また、利用者の利便性向上を図る利便事業の４種類にわたる自主事業を行います。 

 続きまして、４７ページをお願いします。 

 「（１）収入支出見積りの妥当性（収入見込）」についてですが、「（１）諸室」につ

いては、令和元年度の実績を基に令和３年度の計画値を定め、令和４年度以降は各諸室の

稼働率増加を考慮して算出しました。ページをめくっていただきまして、４８ページから

４９ページは自主事業の収入見込みです。 

 続きまして、５０ページをお願いします。 

 「（１）収入・支出見積りの妥当性（支出見込）」ですが、初年度の管理運営費は①の

（１）から（４）のとおりとなっております。この５年間の管理運営経費につきましては、

ページめくっていただきまして５２ページの上段の表のとおりです。積算に当たり、当社

のコミュニティセンター管理運営経費の実績を参考といたしました。 

 最後になりますが、私ども株式会社千葉マリンスタジアムは千葉市並びに千葉市民の皆

様のために精いっぱい頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○長根副部会長  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。 

 藤沼委員。 

○藤沼委員  ３点ほどお聞きしたいと思います。 

 「提案書」８ページの清掃なのですが、時間が、委託２名で７時から１２時ということ

なのですけれども、なぜこのような設定をしたのか、その考え方を教えてください。 

 次に、ごみの減量計画をつくって取り組んでいくということですが、たい肥化をすると、

場合によっては臭いが出たりすると思います。長沼コミュニティのどういう場所でたい肥

化をしようと考えているのか、案がありましたら教えてください。 

 次に、いろいろ自主事業をお考えになっていて、総支出額は２８５万４千円ということ

ですが、これに関わる支出は、どのようにお考えになっているのか教えてください。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（吉田）  まず、８ページの清掃のほうですけれども、

こちらのほうは、清掃専門の清掃員が早朝出てまいりまして、１２時までかけてじっくり

と清掃をするということでなっております。それ以降は清掃をしないということではあり

ませんで、私どもの職員のほうで清掃作業を進めてまいります。また、設備員が一部清掃

のサイドの協力をするということもございまして、設備員のほうは夜９時までおります。 

 それから、たい肥化のほうですけれども、穴川コミュニティセンター建物の裏手もござ

いますし、それからロビーの裏のほうで現在ガーデニング等をやっているところもござい

ますが、こちらのほうでたい肥化の機械を用意しましてリサイクルをするという予定にな

っております。 

 それから、自主事業のほうですけれども、収入に対して支出のほうは、まず、講師の講

師料でありますとか、それから各諸室の使用料、こういったものが入ってまいります。こ

ちらのほうにあります事業に関しましては、私どもが現在やっております高洲コミュニテ

ィセンターのほうで実際にやっているようなもの、それから、以前は私も高洲コミュニテ
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ィセンターの所長をやっていたのですが、そちらのほうでやっているようなもので、係る

経費のほうは実感として持っておりまして、こちら５８ページのほうのそれぞれの事業に

関わる支出というところで、それ以外のところも含めましてこのような金額でいけるもの

と思っております。 

 以上です。 

○長根副部会長  ほかに何かございますか。 

 お願いします。 

○印南委員  御社は施設の管理と清掃を外注に出すのですね。だから職員が少ない、そ

ういうことですよね。施設の管理というのは一番大事なところです。それを外注に出して

大丈夫なのでしょうか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（吉田）  施設の管理におきましては、私ども、そう

いった基本的ないわゆる外注という部分に関しましてですけれども、メンテナンス関係と

いいますよりも、こちらにも記載してございますけれども、補修関係、６ページのほうに

記載させていただいておりますが、こういった形で害虫駆除や随所の清掃ですとか、そう

いったところ、あとは電気関係、こういったものについては外注で千葉市内の業者にお願

いをしたいというふうに考えております。清掃に関しましても、やはり我々が自分でやる

という方法もございますが、こちらに関しましても専門業者の方にお願いをして、我々、

経験のあります社員がそこの検査をするといいますか、そういう形を取りまして客観的に

見て清掃の可否であるとか、メンテナンスの関係の判断をするといいますか、そういう形

を取りたいと思っておりまして、今回、外注という形を取らさせていただいております。 

○印南委員  「提案書」７ページに１３名と記載されていますね。１３名のうち、５番

目から１３番目まで、これは受付業務ですね。施設がきちんと管理されているかどうかは、

１番から４番の方のうち、どなたがチェックするのでしょうか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（吉田）  まず、最終的には所長にこれはお願いする

という、所長が判断いたします。 

○印南委員  所長は経験がございますか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（吉田）  はい。 

○印南委員  分かりました。 

 もう１点いいでしょうか。私はいつもインターネットのことを聞くのですが、「提案書」

３５ページ、インターネットの活用とあります。ホームページを見ましたけれども、ほと

んど活用している感じがないですよね。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（吉田）  それは、現在、私どもがやっている高洲、

真砂についてですか。 

○印南委員  はい。千葉マリンスタジアムのホームページを見ましたが、雰囲気的にほ

とんど活用してないですよね。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（吉田）  現状を申し上げますと、私どもも各施設を

管理させていただいておりまして、その先々でのホームページの運用というところでは、

いろいろと告知に出すというところではやらせていただいております。 

○印南委員  先ほども言いましたけれども、そんなにやっているふうではないですよね。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（吉田）  それはこちらからの情報発信ということで
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しょうか、それともご意見の聴取ということでしょうか。 

○印南委員  こちらからの情報発信です。発信していないようです。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（吉田）  真砂コミュニティセンターに関しては、現

在ツイッターでしょうか、体育館の利用状況であるとか、部屋の状況というのを出してお

ります。 

 それで、高洲、真砂のコミュニティセンターに関しましては、もちろん重要な情報は全

部出してありますけれども、更に細かい情報発信をしていきたいと思っております。 

○印南委員  コンピュータを使った情報発信というのは結構難しいです。そう簡単には

できないと思います。また、利用者は高齢者が多いと思いますが、高齢者が多いところに、

コンピュータを使った情報発信をしても、多分、誰も見ていないのではないかと思います。

ですが、高齢である方ほどコンピュータを使ってくれると、こちらとしてはやりやすい、

仕事というか作業がすごくやりやすくなりますよね。 

 いきなりコンピュータを使ってどうこうやってもらうのは無理ですが、何とかコンピュ

ータ使ってくれるほうに向けていっていただくと良いのではないかと、そういう気はしま

す。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（吉田）  指定管理者さんによりましては、どこかの

業者さんにすべてお任せしてもらってやってもらっているところもあるかもしれませんけ

れども、私どもの場合は、高洲にしましても、真砂にしましても、自分たちでいろいろな

情報をアップしております。ですので、やはり少し忙しいときとかに動きが悪くなったり

とかそういうのもありますけれども、私も以前、高洲コミュニティセンターで所長をやっ

ておりましたが、すみません、ツイッターとかはまだやっていなかったのですけれども、

様々なＰＤＦなどをつくりまして、例えば自主事業で新しい募集をしているものの募集書

が館内に置いてあるのだとすれば、それをＰＤＦ化して、ホームページのほうでも見れる

とか、そういうことをやっておりまして、その辺りに関しましては、長沼におきましては

更に進めたいと思っておりますし、高洲、真砂に関しましても、当社としましては更にグ

レードアップを図っていきたいと思っております。 

○地域づくり支援室職員  残り１０分です。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（中村）  すみません。ちょっと補足をさせていただ

きますと、パソコンを使ったその作業で、一方通行では、やはりなかなか難しいと思いま

す。それで、お年寄りの方々がいらっしゃって、そういう方々のネットを使った、そうい

った仕組みに誘導していくというような、そういうふうな取組みも今後必要になってくる

と思います。そうしませんと全体的な情報リテラシーというのは上がっていかないという

ふうに思いますので、更に努力をしたいと思います。ありがとうございます。 

○印南委員  そうですね。 

 「提案書」４２ページ自主事業の積極的な開催に書いてある料理実習での開催及び夜間

１７時以降の開催についてです。このコミュニティセンターの料理施設の稼働率が割と低

いのですが、現指定管理者もしっかり努力していますが、なかなかうまくいかない。だか

ら、もしかしたら、やめたほうがいいのではないかと思いますが、何か方法はありますか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（中村）  長沼だけではございませんけれども、やは

り各コミュニティセンターで料理の実習室の稼働率が非常に低いというのは悩みになって
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いて、千葉市としても、その稼働率を上げたいというふうにおっしゃっていますので、一

律にやめてしまうということは、なかなか難しいというふうに思います。 

 ただ、我々が提案していますのは、このコミュニティセンターではありませんけれども、

例えば高齢者向けの減塩のための食事を作ってみたりとか、あるいは高齢の単身者の方の

食事のためにどういった献立があるかというようなところ、今までとは少し違った切り口

で発信をして予算化いただければなというふうに思っていますので。そこはすぐ稼働率が

上がるというのはなかなか難しいとは思いますけれども、新たな取組みとしてぜひやって

いくというふうに思っています。 

○印南委員  確かに、若い人は、もうほとんどネットで検索してしまいます。だけれど

も、ネットで検索できない高齢者向けというのは可能性ありますよね。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（中村）  はい。 

○印南委員  分かりました。 

○長根副部会長  では、私のほうからも１点お伺いしたいのですけれども、「提案書」

様式第２３号に書かれている無期雇用転換制度の話です。５年間の就労後に本人に意思確

認を行っているというところなのですが、無期雇用に転換というのは正社員登用というわ

けではないのでしょうか。パートの身分でずっと雇用を継続するという、そういう意味で

しょうか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（永井）  現状で申し上げますと、その対象になられ

た方にまず、ご意見を伺います。それはステップアップとしてのパートさんから契約社員

という方法もありますので、そういう形を取りたいかということを確認します。ご本人の

希望に沿いまして、今コミュニティセンター等で仕事をしていただいている皆さんは割と

パートで時間的なものの制約を受ける方が多くございますので、そういった方が私はその

ままでという場合はそのままの形で雇用を継続させていただくという形を取っております。 

 中には、やはり契約社員の皆さんで正社員化を望みたいという方に関しましては、状況

を確認の上、そういう制度がございますので過去にも登用している実績もございますが、

そういった枠を使っていきたいと思っております。 

 ただし、やはりその５年ごとの、コミュニティセンターに限らずですが、指定管理者制

度の業務を行っておりますと５年ごとの審査を受けるところがネックになっておりまして、

そこは私ども会社のほうと本人との話合いで決めていっているというのが実情でございま

す。 

○長根副部会長  分かりました。ありがとうございます。 

○地域づくり支援室職員  残り５分です。 

○印南委員  もしこの選定を受けた場合に、「提案書」７ページの非常勤職員さんは、

現指定管理者から引き継ぐわけですか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（吉田）  現状では引き継がせていただくことは当然、

多いと思います。あとは、面接等をさせていただいての判断も多少は出てくるとは思って

おります。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（中村）  基本は雇用を継続するという原則だという

ふうに考えてございます。 

○印南委員  それが基本ということでしょうか。 
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○株式会社千葉マリンスタジアム（中村）  はい。 

○長根副部会長  ほかよろしいでしょうか。 

○印南委員  その場合に、施設管理と清掃の職員は引き継げないですよね。多分、現指

定管理者には、清掃の職員と施設管理の職員さんもいるのではないのかと思いますが、こ

ういった職員は引き継がないということですね。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（吉田）  いずれにしても、そこも含めまして確認を

した上で面談を行って採用にはつなげていきたいと思います。 

○印南委員  そうですか。 

○長根副部会長  ほかよろしいでしょうか。 

（なし） 

○長根副部会長  そろそろお時間となりましたので、これでヒアリングを終了したいと

思います。千葉マリンスタジアムの皆様、ありがとうございました。 

[株式会社千葉マリンスタジアム 退室] 

○長根副部会長  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い

たします。５分ほどでお願いします。１５分ぐらいまででお願いいたします。 

[採点] 

○長根副部会長  それでは、その次にＦｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体につ

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。 

○大須賀地域づくり支援室長  それでは、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体

の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。先ほどと同様、資料４－

４「採点表」をご覧ください。 

 まず、２の「（１）同種の施設の管理実績」ですが、「同種の施設の管理実績あり」で

あったことから５点と採点いたしました。 

 次に、５の「（２）管理経費（指定管理料）」ですが、提案額が基準額の範囲内であっ

たことから、基礎点の１５点に加算点を加えた額を得点といたします。提案された管理経

費の額を所定の算式に当てはめた結果、削減率が０．９％、端数整理により加算点が１点

であったことから１６点と採点いたしました。 

 次に、６の「（１）市内産業の振興」ですが、共同事業体を構成する２法人の本店は市

内にありますが、いずれも支店が千葉市内に所在しており、準市内団体に該当することか

ら２点と採点いたしました。 

 次に、６の「（３）市内雇用への配慮」ですが、施設従事予定者の約９割が市内在住で

あったことから３点と採点いたしました。 

 最後に、６の「（４）障害者雇用の確保」ですが、法定雇用率については共同事業体を

構成する２法人のうち１社が達成していますがもう１社が達成しておりません。このため、

両者の得点を雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数により比例案分した結果、０．４

８点となりました。採点といたしましては、小数点第１位で四捨五入することから０点と

いたしました。また、施設において新たに１名を雇用する予定としておりますが、障害の

程度や所定労働時間を未定としておりますので積算上は最低の０．５人とカウントいたし

ました。これは「選定基準」の１人以上を雇用しない場合に該当いたしますので、０点と
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採点いたしました。これにより、本審査項目の採点は０点といたしました。 

 以上でございます。 

○長根副部会長  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ありますでしょうか。 

（なし） 

○長根副部会長  では、特にご質問等ないようでしたら、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチ

ュー共同事業体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」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印南委員よりご説明いただ

きたいと思います。 

（※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。）  

○長根副部会長  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ございますでしょうか。 

（なし） 

○長根副部会長  それでは、これからＦｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体のヒ

アリングを行います。こちらへご案内してください。 

 [Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体 入室] 

○長根副部会長  どうぞおかけくださいませ。 

 それでは、これからヒアリングを行います。よろしくお願いいたします。 

 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お願いいたします。ご説明

が終わりましたら当部会の委員から質問させていただきますので、お答えいただきますよ

うお願いいたします。 

 それでは、ご説明のほうお願いいたします。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社（菅沼）  このたびは、このような機会をいただきまし

て誠にありがとうございます。Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体の出席者をご

紹介いたします。 

 左がＦｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社代表取締役、鈴木です。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社（鈴木）  よろしくお願いします。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社（菅沼）  株式会社オーチュー取締役、千葉支店長、平

野です。 

○株式会社オーチュー（平野）  よろしくお願いします。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社（菅沼）  Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社執行役員、高藤

です。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社（高藤）  よろしくお願いします。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社  Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社です。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社、前川です。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社（前川）  よろしくお願いいたします。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社（菅沼）  私は、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社、長沼コ

ミュニティセンター所長、菅沼です。よろしくお願いいたします。 

 はじめに、当共同事業体の紹介をいたします。「提案書」の１２ページをご覧ください。 
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 代表企業のＦｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社は、社会貢献と運営の成長を企業活動の目的と

して、「わくわくの “わ”を広げよう！」をビジョンに、公の施設を中心に全国で２１施

設を運営しています。構成企業の株式会社オーチューは、創業以来、数多くの官公庁や民

間施設の維持管理を行ってきた会社で、品質、環境、情報管理に関する三つのＩＳＯを取

得しております。私たちは２社共同で数多くの施設の運営を行っています。資本関係は、

全体で運営することで運営面、財務面での安心・安全な運営を提供します。これまでも２

社で長沼コミュニティセンターを１５年間お預かりし、利用者をはじめ、近隣自治会、地

域団体、企業、公共機関などと連携・協働を大切に考え、取り組んでまいりました。 

 ２ページをご覧ください。私たちの考える地域の課題と運営方針についてです。 

 施設を運営する中で、サークルの代表者、会員の高齢化によるサークルの解散、会員の

減少、地域の担い手不足などが課題であると感じています。この地域での課題は、転入者

をはじめ、単身者、学生、外国人など、地域社会と接点が持てず、つながりが希薄な人が

増加していることです。つながりを持っていないこういった人々が増加することで地域社

会のつながりが弱くなり、防犯、防災、災害対応が機能しなくなることを危惧しています。

このような方々を本施設に呼び込み、自己の役割や存在価値を見出していただき、そこか

ら地域社会へのつながりが自然に生まれる仕組みづくりを行っていきます。私たちは誰も

が居場所のある地域社会を目指して場所と機会を創出し、つながる、つなげるコミュニテ

ィセンターにします。 

 ５ページをご覧ください。次期指定期間で、特に重点を置いた項目についてご説明いた

します。 

 昨年、近隣商業施設で実施した未利用者アンケートによると、本施設の名前は知ってい

るが何をしている施設か分からないという回答がまだ多く見られます。既にサークル活動

などで目的を持って利用している方は本施設を積極的に利用しますが、利用する目的がな

い人は自分とは関係ない施設と思って利用にまで至りません。そこで、来館のきっかけに

なる取組の一つとしてコミュニティカフェを設置します。これまでに来館のきっかけとな

るようにあんしんケアセンター山王の方と共同でコーヒーサロンを毎月第１金曜日に実施

してきました。コーヒーサロンは、看護師による高齢者の健康相談やおしゃべりを楽しむ

時間となっています。今後は子育てなど各年代の人たちが抱えている悩み事や興味が持て

るテーマを用意し、今まで本施設を利用しなかった人たちが気軽に参加し、交流できる仕

組みをつくります。 

 二つ目に、ちばＦＵＮくらぶを組成します。地域には様々な特技や趣味、経歴を持った

方がいます。現指定期間ではボランティア組織ＮＡＣＣＳを組成し、花壇の整備やイベン

トボランティアとして積極的にご協力をいただきました。昨年、本施設だけではなく、私

たちが管理する５施設共通のボランティア組織、ちばＦＵＮくらぶに発展したことで更に

活動の範囲を広げて、多方面で活躍いただく機会と交流の機会を創出しました。今後は、

ちばＦＵＮくらぶのメンバーが自ら企画し、運営することができる仕組みをつくっていき

ます。 

 三つ目に、あそぼうさいの実施です。千葉市は３０年以内に震度６弱以上の地震が起き

る確率が８５％といわれています。いつ、どこで起こるか分からない被害に備えるために、

遊びながら楽しく防災・防犯について学び、みんなであそぼうさいを毎年開催しています。
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また、近年、台風や地震など未曽有の災害が多発しています。新型コロナウイルス感染症

により新しい生活様式への対応も急がれています。次期指定期間では、コロナ禍での避難

所の過ごし方や災害時に役立つアウトドアの基礎講座など、その時代に必要な防災対策を

自助・共助ができる地域づくりを目指して引き続き実施していきます。 

 ４４ページをご覧ください。 

 次に、数値目標達成の考え方についてご説明いたします。次期指定期間に市が設定した

最終年度の目標が、諸室の稼働率が４８．３％以上になります。次期指定期間では、稼働

率の低い部屋を最終年度に今より８％から１３％程度上げることで目標達成を目指します。 

 稼働率が低い部屋の対策として、一番稼働率が低い料理実習室は今まで実施してきた自

主事業をそのまま継続し、新たに外国人を受け入れる料理教室や子育てママの手づくりラ

ンチ会など、参加者の関心事をテーマにした料理教室を開催します。料理を作るだけで終

わるのではなく、同じ境遇にある人たちが料理教室で仲間をつくり、サークルへ移行する

ことで稼働率の向上を目指します。 

 ２番目に稼働率が低い和室は、同じ畳の部屋である大広間と比較するとヨガや体操など

で利用するには狭過ぎるという声があります。次期指定期間では畳の部屋で活動がしやす

い就学前のお子様を持つ母親の育児サークルを立ち上げるなど、定期的に集まって子育て

に関する情報交換ができる場所をつくり稼働率の向上を目指します。 

 ３番目に稼働率が低い創作室については、現在実施しているリサイクル工作教室やレザ

ークラフト体験などは継続し、新たにものづくりＤＩＹ講座を自主事業で実施します。現

在、創作室にはＤＩＹをするための道具がないため、令和３年度の予算に創作室の備品購

入費として１５万円を計上し、ものづくりができる環境を整備していく予定です。 

 ４６ページをご覧ください。 

 自主事業は今まで本施設に興味がなかった方も含め幅広い方々に参加していただくため、

地域課題を七つのカテゴリーに分類し、目的を明確にして取り組みます。私たちは、これ

らの施策を軸に「誰もが居場所のある地域社会」を目指し、つながる、つなげるコミュニ

ティセンターを創造してまいります。 

 最後になりますが、コロナウイルスで社会が大きく変わりました。このようなときだか

らこそ地域のつながりを大切にし、地域の皆様と共に地域の課題解決に向けた取組みをす

ることが必要です。これまでの運営実績を持った我々が責任を持って今まで以上によりよ

い運営を目指して取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上で、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体のプレゼンテーションを終了しま

す。ご清聴ありがとうございました。 

○長根副部会長  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ありましたらお願いいたします。 

 どうぞ、藤沼委員。 

○藤沼委員  ３点ほど教えてください。 

 １点目は、館内外の清掃ですが、「提案書」を見る限りは非常にきめ細やかに対応され

ているように思います。コストカットの観点から見ると、７時半から１１時半でもいいの

かなという気もいたしますが、ここまで対応しているのはどういうお考えでやっているの

か、お聞かせください。 
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 もう１点が自主事業についてですが、地域課題を整理し、地域特性を理解した上で、事

業を挙げていただいているものと思います。新しい事業はどういうものを組み込んだのか。

組み込んだ理由は何なのか。それを教えていただきたい。 

 また、地域において外国籍の方が居住するということが段々多くなってきています。そ

の中で料理教室を実施するということなのですが、どのように関係者を探してくるのか、

考え方がありましたら教えてください。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社（菅沼）  それでは、まず清掃について。 

○株式会社オーチュー（平野）  維持管理を担当しますオーチューの平野です。 

 先ほどの清掃、夜間にコストカットということがありましたけれど、今現在、約１０年

間にわたりこちらの施設のほうを管理させていただいております。それに伴いまして、利

用者の部屋の貸出しの入替え、そういったところがやはり一番ポイントになっています。

以前は施設の貸出しが無料というのもありましたけれども、以前から料金のほうをいただ

くことになっております。それに伴いまして、できる限り使っていただく方に気持ちよく

使っていただこうと、そのためにきめ細やかな清掃ということで入替えのタイミングでの

お掃除を入れております。 

 以上です。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社（菅沼）  二つ目の自主事業についてですけれども、「提

案書」の４８ページを開いていただけますでしょうか。こちらのほうが次期指定期間に提

案させていただいている資料ですけれども、まず、新しい自主事業としては、番号でいき

ますと８番目、ものづくりＤＩＹ講座。地域の課題又は稼働率を上げるというところから、

今、創作室の稼働率が低い状況です。そのためにその稼働率を上げる一つの目的として、

ものづくりというものをテーマにして、まず一つ挙げさせていただいております。 

 １２番目、こちらも新しい自主事業になりますけれども、未曽有の災害に対応するとい

うことでアウトドアの基礎講座、アウトドアを知っていると災害にすごく強いということ

を最近よくいわれていますので、こちらのほうを新しく取り入れております。 

 次に、１３番目、１４番目、１５番目、この三つが子育て世代の方向けの自主事業にな

ります。こちらは、先ほど言ったコミュニティカフェでサロン形式で気軽に参加していた

だいて、その中でお互いの方が知り合っていただいて、更に継続したいということになっ

たらサークルを開校することで考えております。 

 下に行きまして２２番、外国人の教える料理教室、こちらのほうは外国人の方、最近、

長沼コミュニティセンターにいらしている方がいらっしゃいます。特にモンゴル子どもの

会というサークルがありますけれども、料理教室を使って活動されていることもあります

ので、まずは活動していらっしゃる外国人の方に声をかけさせていただくこと。あとは、

稲毛区内でも外国人の方が経営する飲食店がありますので、そちらのほうに声をかけさせ

ていただいて実施ができればと考えています。 

 あと、新しくなるのが２８番と２９番、健康の増進のところですけれども、こちらは高

齢者の方向けの事業になります。これも、スマホとかパソコン、ＩＴに関連した悩みを持

っている高齢者の方が結構多くいらっしゃいますので、これもコミュニティカフェのサロ

ンとして１階のロビーで気軽に参加してもらえるような形で考えております。 

 新しいのは以上です。そんな感じになります。 
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○藤沼委員  ありがとうございました。 

○長根副部会長  ほかにございませんか。 

 私のほうから、今の藤沼委員のお話と関連するかもしれないのですけれども、「提案書」

様式第３－２号に管理運営の執行体制が書かれています。こちら１８名ということで、結

構、手厚く人を配置なさっているのだろうなというのが分かるのですけれども、それによ

って人件費が高くなっているという感じがあるのですが、特に清掃担当がこれだけいらっ

しゃるということは、どのような根拠があって適正な人数だと考えたのでしょうか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社（菅沼）  前回までは清掃担当６名だったのですが、１

週間で勤務できる日数を減らしてほしいということで１名増やしています。結果、時間的

には変わってはいないのですが、負担がちょっと重いということで１人増やして時間数を

減らしています。トータル的には変化はない感じになります。 

○長根副部会長  ほかにありますでしょうか。 

「提案書」様式第１２号で利用料金の設定及び減免の考え方というところがあったと思

うのですが、これは特別強制とかではないのですが、近年、千葉市のほうで千葉市のロー

カル電子マネーと言うのですか、ちば風太ＷＡＯＮを普及させようとしているのですが、

こちらは支払いを従来どおり現金払いを主として考えていらっしゃいますか。そういう電

子マネー的なものは考えていらっしゃいませんか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社（菅沼）  そうですね。引き続き検討はしてはいるので

すけれども、まだ現金での対応ということでさせていただきたいと思っております。ただ、

売掛の堅実な処理がしっかりとまとまらないと受付のほうが混乱してしまうので、そこが

整理できてから電子マネーのほうは検討していきたいと思っています。 

○長根副部会長  分かりました。 

 ほかに何かご質問等ございますか。よろしいですか。 

○印南委員  突っ込みどころがない。 

○長根副部会長  そうですね。私としては、１人利用に対する方策というものを非常に

手厚く書いていらっしゃるなという印象がございまして、参考になりました。 

 よろしいですか。印南委員。 

○印南委員  料理実習室の稼働率の目標設定は約１０％から令和６年度には１９％ぐら

いになっていますが、これは実現できるでしょうか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社（菅沼）  コマ数でいきますと、毎週２コマのサークル

をずっと１年間続けなければいけないというそういう計算になるのです。ですから、まず

は自主事業を立ち上げるということがもちろん基本的にありますけれども、ただ、自主事

業もずっと継続してやっていくにはなかなか負担がかかりますので、先ほど言ったように

サークル化ができる限りできるように、皆さんの交流を深められるような場をつくってい

きます。 

 あとは、先の話ではありますけれども、今回この提案したものは、ルールに沿った、条

例どおりのルールで提案させてもらっています。というのは、１５年間やらせてもらって

料理実習室の稼働率がほぼほぼ１５年間変わってきてない状況で、ほとんどこの稼働率は

うちがやっている自主事業だけで増えているような数字なのですね。ですから、もし可能

であれば千葉市さんと協議させていただきながら、少し用途変更という形で、使っていた
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だいてコミュニティカフェというところが、もしコミュニティカフェ専用のキッチンとか

シェアキッチンとか、そういったことにしたほうが市民の方には利用していただく価値が

あると思うのですよね。 

○印南委員  そうやらないと無理ですね。というのは、今までどこのコミュニティセン

ターでもこの状態で、ずっとですからね。 

○長根副部会長  では、よろしいでしょうか。 

（なし） 

○長根副部会長  ありがとうございます。 

 そろそろお時間になりましたので、これでヒアリングを終了いたします。ありがとうご

ざいました。 

[Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体 退室] 

○長根副部会長  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、全申請者からのヒアリングがすべて終了いたしましたので、これまでつけて

いただいた「採点表」についてもご確認いただきまして、点数を確定いただきますように

お願いいたします。 

 採点が終わりましたら「採点表」を事務局職員に渡してください。採点が終わった方か

ら休憩としてください。採点は、あちらの時計で４時１０分ぐらいを目安にお願いいたし

ます。 

[採点・休憩] 

○長根副部会長  それでは、議事を再開いたします。 

 事務局から集計結果の報告をお願いいたします。 

○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下が総得点となりま

す。 

 まず、株式会社千葉マリンスタジアムですが、総得点が１０９．７点でございます。次

に、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体ですが、総得点が１０９．８点でござい

ます。なお、０点がついた項目はございません。 

○大須賀地域づくり支援室長  すみません。また事務局より１点補足をさせていただき

ます。 

 本日、ご欠席となっております稲垣委員からは、本件について特段のご意見はないとい

った旨お伺いしております。 

 事務局からは以上でございます。 

○長根副部会長  ありがとうございました。 

 ただいま事務局よりご報告いただきましたとおり、株式会社千葉マリンスタジアムとＦ

ｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体の総得点が１０９．７点と１０９．８点で、総

得点の差が満点の１％以内というものになってしまいましたので、委員の合議により順位

を決定したいと思います。 

 各申請者の提案内容や「選定基準」により配点が加点された項目などから優れている点

や工夫が見られる点などについてご意見を頂戴したいと思います。 

 いかがでしょうか。何かそれぞれの優れている点、あるいは工夫がある点についてご意
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見がございましたらば。大変難しい結果となりましたけれども。 

 どうぞ。 

○藤沼委員  コスト面から考えると、かなり千葉マリンスタジアムが頑張っているなと

いうふうには見えるのですが、清掃等の面から考えると、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュ

ーがやはり清掃の細やかさという部分にコストがかかっているからだということだと思い

ます。Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー側が、質という意味では秀でているのかなという

ふうに思っています。 

 それからもう一つは、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチューが、地域課題の整理の仕方を含

めて創意工夫をして取り組まれているというところもやはり、一歩秀でるのかなというふ

うに私は思っています。 

 よって、点数は０．１ポイント差ですけれども、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同

事業体がいいのではないかと思います。 

○印南委員  そうですね、確かに。反対しませんよ。 

○長根副部会長  費用面ではかなり千葉マリンスタジアムも頑張っていますが、それは

見たところ、人件費で安く上げているような感じですよね。先ほど藤沼委員からもあった

ように、人件費を削っているということで、質の点で少なくとも現状と同じぐらいの質が

担保できるのかというのは、少し検討したいというのはあります。 

 あと、０．１点差ではありますが、ただ、純粋に本当に点数だけで決めるというのが一

番問題ないのかなという気は個人的にはしております。もちろん、それをひっくり返せる

ぐらいの材料が出てくれば別ですけれども、ただ、０．１をひっくり返すようなものはあ

るでしょうか。印南委員はなしと。 

○印南委員  はい。 

○長根副部会長  藤沼委員もなしということですと、素直に点数に従ってということで

良いのかなという気はいたします。逆にここでひっくり返すと、それもまたフェアではな

い気もしますので、それぞれが採点した結果ですので、委員としては、点数どおりに順位

をつければいいのではないかなと考えます。 

 ですので、今の委員の意見を総合しますと１位の順位は点数順で、１位がＦｕｎ Ｓｐ

ａｃｅ・オーチュー、２位が千葉マリンかなというふうに整理していますけれども。 

 稲毛区長沼コミュニティの指定管理予定候補者とすべき者の第１順位は、Ｆｕｎ Ｓｐ

ａｃｅ・オーチュー共同事業体、第２位が千葉マリンスタジアムということにさせていた

だきます。 

 選定理由としましては、先ほどの審査で競ったわけですけれども、０．１点差をひっく

り返すような提案、これがちょっと見当たらないということと、あとは清掃の細やかさと

いうか、人員配置等でＦｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体のほうが優れている。

また、地域課題の解決に優れた点がＦｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体のほうに

見られたという点といたしました。 

 また、附帯意見としましては、応募資格のうち、警察への照会事項である審査項目コ及

び審査項目キの申請書様式第４－１号「労働状態チェックリスト」に記載された内容につ

いて調査中であることから、確認の結果、応募資格がない場合は失格ということを附帯意

見としてつけさせていただきたいと思います。これも踏まえて、私と事務局と調整して意
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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けれども、よろしいでしょ

うか。 

（異議なし） 

○長根副部会長  ありがとうございます。 

 それでは、千葉市稲毛区長沼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、

第１位のＦｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同体といたします。 

 以上で議題３「千葉市稲毛区長沼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」は審議を終了します。 

 議題４の「今後の予定」については、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  今後の予定についてご説明いたします。ピンク色のファイル、

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、長根副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。この選定評価委員会の方針を受けまして、市は指定管理予定候補者を最終的に決定す

ることになります。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、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。 

 続きまして、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。 

○長根副部会長  ただいまの事務局からの説明について、何かご質問等ございますでし

ょうか。 

（なし） 

○長根副部会長  それでは、最後に議題５の「その他」ですけれども、委員の皆様から

何かご意見ございますでしょうか。 

（なし） 

○長根副部会長  では、皆様のご協力によりまして今日の議事はすべて終了しました。

ありがとうございました。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

○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回稲毛区

役所部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日は、お忙しい中ありがとうございました。 


