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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回緑区役所部会議事録 

 

１ 日時：令和２年１０月１９日（月） １３：００～１７：１０   

 

２ 場所：千葉市緑区役所 ５階会議室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

小野寺 浩一委員（部会長）、長根 裕美委員（副部会長）、田辺 圭子委員、 

矢野 正康委員 

（２）事務局 

久我地域振興課地域づくり支援室長、杉田主査、亀田主事 

 

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 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター  

イ 千葉市土気あすみが丘プラザ  

（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 千葉市緑区鎌取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「株式会社千葉マリンスタジアム」、第２順位を「株式会社京葉

美装」として選定することを決定した。  

イ 千葉市土気あすみが丘プラザ  

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「千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体」として
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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。 

 

６ 会議経過： 

○地域づくり支援室職員  定刻になりましたので、始めさせていただきます。 

 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回緑区役所部

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主査の杉田

と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日の会議でございますが、お手元の青いファイルにあります、参考資料２にございま

す、「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の会議の公開及び議事録の作成等について」

に定め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ございますので、手指

消毒にもご協力いただきますようお願いを申し上げます。 

 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まして軽装と

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にございます「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会緑区役所部会

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。 

 続きまして、職員につきまして、ご紹介をいたします。 

 こちらは、久我地域振興課地域づくり支援室長でございます。 

 こちらは、亀田主事でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 恐れ入ります。座って説明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」、「委員からの

事前質問に対する回答」でございます。これは紙で置いてあるかと思います。 

 その中の、「会議資料一覧」に記載してございます、資料１から参考資料１１までの資料

を、本日の会議資料といたしまして水色のファイルにとじてございます。 

 そして、別冊資料といたしまして、各申請者からの「指定申請書」、こちらをピンク色の

ファイルにとじてございます。そして、色はばらばらなのですけれども、各申請者からの

「提案書」、京葉美装の分と、あとは千葉マリンスタジアムの分です。それぞれ１冊ずつ「提

案書」がご用意してございます。 

 以上になりますが、資料について不足等ございましたら、お知らせいただけますでしょ
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うか。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をいたします。 

 本日、全委員５名のうち４名の方にご出席いただいておりまして、半数以上の出席があ

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、進行を小野寺部会長様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。 

 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、説明をお願いします。 

○久我地域づくり支援室長  恐れ入りますが、座ってご説明をさせていただきます。 

 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をいたします。 

 形式的要件審査は、「募集要項」に定めます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をする

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」をご覧ください。 

 千葉市緑区鎌取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ございますが、

まず、応募資格といたしましては、「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っております。次に、失格事由といたしまして、「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「－（バー）」と記載がしてあり

ます。また、失格事由につきましては、該当がなければ「○」の記載をいたします。 

 審査結果につきましては、後ほど事務局からご説明をいたしますが、この形式的要件審

査（第１次審査）を通過した者のみが、次にご説明をいたします提案内容審査に進むこと

ができるということとなっております。 

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

ご説明をいたします。 

 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回緑区役所部会進行表」をご覧くだ

さい。 

 「進行表」の「（２）千葉市緑区鎌取コミュニティセンター指定管理予定候補者の選定に
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ついて」の二つ下、「提案内容審査（第２次審査）について」とございますが、まず、事務

局より「①一部審査項目の採点結果について報告」といたしまして、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）の結果に

ついてご報告をいたします。 

 続きまして、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をい

たします。その次に、「団体の経営及び財務状況」について、公認会計士であります小野寺

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。 

 財務状況等をご説明いただいた後、申請者に入室をしていただいてヒアリングを行って

いただきます。その後、最初に申請者から、出席者の紹介を求め、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、申請者に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分が経過いたしましたら、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、ヒアリングと採点を行い、すべての申請者の

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

申請者の採点も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、一旦、事務局で「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、部会としての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っていただいて、部会としての意見を取り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となります。また、すべての委員が「Ｅ」の評価をした項目

がある場合は、直ちに失格となります。 

 すべての審査が終わりましたら、「採点表」及び「集計表」につきましては事務局で回収

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 資料１の進行表「（３）千葉市土気あすみが丘プラザ指定管理予定候補者の選定について」

も、鎌取コミュニティセンターと同様の流れで審議をしていただきます。 

 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「千葉市緑区鎌取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。 
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 それでは、事務局よりご説明をお願いいたします。 

○久我地域づくり支援室長  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をさせていただきます。 

 まず、公募についてですが、７月２７日、千葉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７日、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、「募集要項」等に対する質問を受け付け

ました。その回答を８月２１日、千葉市ホームページに掲載をいたしました。 

 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」にありますとおり、「株式会社千葉マリンスタジアム」、

「株式会社京葉美装」、以上、二つの法人から申請がございました。 

 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。 

 「千葉市緑区鎌取コミュニティセンター」の指定管理者の申請者に関する第一次審査の

結果について、ご報告をさせていただきます。 

 各審査項目の内容については、事務局にて審査をした結果、すべての申請者について応

募資格のコ、暴力団排除の項目を除く各要件を満たしており、かつ失格事由に該当しない

ことを確認いたしました。なお、応募資格コ、暴力団排除の項目につきましては、現在、

警察からの回答がなく照会中でございますので、一つに今回の選定評価委員会による審査

の後、指定管理予定候補者の選定までの期間に失格となる事由に該当することとなった場

合は、指定管理予定候補者に選定しないこと、二つに仮協定締結までの期間に失格となる

事由に該当することとなった場合は、仮協定を締結しないこと、三つに仮協定の締結後に

失格となる事項に該当することとなった場合は、指定管理者の指定は行わないこと。 

 以上のことを前提とした上で、審議を行わせていただきます。 

 また、株式会社千葉マリンスタジアムにつきましては、千葉市の入札参加資格者名簿に

登録がないため、応募資格ウについては、「－」、該当なしということになっております。 

 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、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。 

○久我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、ご報告をさ

せていただきます。 

 資料３－３「選定基準」の６ページ中ほどの（イ）にありますとおり、委員による評価

を行わないものとして５項目を掲げております。これは、この「選定基準」に従って機械

的に点数が定まるものでございますので、原則として事務局で採点をするものでございま

す。この５項目の採点結果につきましてご報告をいたします。 

 お手元にお配りした、資料３－４「採点表」をご覧ください。「株式会社千葉マリンスタ

ジアム」についてでございます。 
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 まず、２の「（１）同種の施設の管理実績」でございます。「提案書」３ページから４ペ

ージにおいて、コミュニティセンターと同種の施設の管理実績がございますので、５点と

採点いたしました。また、株式会社千葉マリンスタジアムは、平成２３年度から平成２７

年度まで鎌取コミュニティセンターの指定管理を行っております。 

 次に、５の「（２）管理経費（指定管理料）」でございますが、「提案書」５９ページにお

いて、提案額が基準額を超えていないため、基礎点１５点に加えまして、基準額から提案

額を７％以上削減してございますので、更に７点を加算し２２点と採点をしたものでござ

います。 

 次に、６の「（１）市内産業の振興」でございますが、株式会社千葉マリンスタジアムの

所在地は、市内でございますので３点と採点をいたしました。 

 次に、６の「（３）市内雇用への配慮」でございますが、「提案書」の５５ページにおい

て、施設従事者に占める市内在住者が８割以上であったことから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」でございますが、「指定申請書類」、「障害者雇

用に関する資料」において、法定雇用率を達成しておりませんので０点、「提案書」５６ペ

ージにおいて、施設において障害者を１人雇用する予定であることから１点と採点いたし

まして、合計１点としたものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○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。 

 それでは、私から一つ質問させていただきたいのですけれども、今、市のほうで形式的

に点数をつけた部分があるという説明でしたけれども、青いファイルの資料４－３は「選

定基準」ですね。これの１１ページを皆さんご参照をお願いします。 

 市のほうで機械的に採点した部分のうちの、「５ 施設の管理に要する経費を縮減するも

のであること」、ここの部分、配点が２５点になっています。その下の段の「（２）管理経

費」のほうですね。管理経費、指定管理料、配点が２５点。形式的に基礎点として提案額

が基準額を超えない場合は１５点、まず入れますと。これは「ａ」です。 

 「ｂ 加算点」として、基準額から更にもう少し安くやりますよといった場合にプラス

をする項目なのですけれども、削減率を掛けているのですね。先ほど説明いただいた千葉

マリンスタジアムの採点表のところを見ると２５点のうち２２点がついている。これの内

訳としては、基礎点１５点と７％削減しているので７点が加えられて２２点と、そういう

ことなのですけれども、もう一回、１１ページの「採点基準」を見てほしいのですけど、

ここの１１ページの一番下のところに「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」というふうに書いています。 

 これの意味としては、市としては基準額より削減していただくのは非常に結構なので、

その部分は点数配分を多くしていますということなのですけれども、ただ、計画で削減し

ましただけだと、実現可能性については分からないのです。その実現可能性を加味した上

でこの１１ページで言っているのは、見積りの妥当性と。これについて慎重に審査すると、

そういうふうに考えるものだと思うのですけれども、今回のこの千葉マリンスタジアム、

あとの京葉美装もそうですけれども、見積りの妥当性について慎重に審査をしたのでしょ

うかということを教えていただけますか。 
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○久我地域づくり支援室長  今、ご指摘のあった妥当性という部分でございますけれど

も、こちらにつきましては、提案書の内容だけで妥当性を読み取れないというところがご

ざいまして、単純に機械的に提案いただいた金額により、判断させていただいております。

果たしてこれでどうなのかというのは確かにございますが、事務局としてはこれが唯一可

能な判断方法なのかなというふうに考えております。 

○小野寺部会長  分かりました。判断していないみたいな、そういう表現でしたけど、

実際としてはこの出されたものが妥当ですという判断というよりは、妥当ではなくはない

よという、そういう判断を前提にされたのだと思います。 

 そうすると、実は、ほかの我々委員が点数をつける部分で、実は実現可能性について恐

らく評価をすることで結果として本当にできるのというところも正しく採点されていくよ

うな仕組みになっていると思いますので、その解釈で今日は進めていきたいと思います。 

 ほかの委員の方、よろしいでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、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。 

 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させていただきます。 

（※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、これから株式会社千葉マリンスタジアムのヒアリングを行

います。 

 千葉マリンスタジアムさんをこちらへご案内ください。 

［株式会社千葉マリンスタジアム 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が、進め方について事務局

から説明をお願いします。 

○久我地域づくり支援室長  それでは、ご説明をさせていただきます。 

 応募者の方は、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

いいたします。１分前になりましたらベルでお知らせします。１０分経過いたしましたら、

更にベルを鳴らしますので、ご説明を終了していただきたいと思います。次の２０分間は、

質疑応答でございます。当部会の委員の方々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。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 それでは、ご説明をお願いします。座ったままで結構です。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（久保木）  それでは、始めさせていただきます。 

 私は、株式会社千葉マリンスタジアム専務の久保木でございます。 

 隣が文化事業部部長の浅川でございます。 

 それから、同じく課長の笠松でございます。 

 それから、総務部部長の永井でございます。 

 そして、顧問の岩成でございます。 
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 どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、弊社の提案につきまして課長の笠松よりご説明を申し上げます。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（笠松）  笠松でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 早速ですが、最初に１ページ目をお願いいたします。 

 「（１）管理運営の基本的な考え方」ですが、当社が指定管理者として最も重視すること

は、図にありますように公正・公平、施設価値の向上、法令遵守、創意工夫の四つの基本

姿勢でございます。 

 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」ですが、図にありますように所長以下１６名の体制で管理

を行いますが、設備機器などの施設管理や清掃業務につきましては専門知識を有する業者

に委託をいたします。また、新たな業務として所長、副所長は利用促進の営業活動を行い

ます。 

 次に、６ページをお願いします。 

 上段部分の「３ 緊急時の連絡体制等」の（３）の下線部のところですが、勤務時間外、

夜間等の閉館時においての災害発生に備えるために、転送電話方式により通報できるシス

テムを整えます。 

 次に、１８ページから１９ページをお願いいたします。下段部分の環境衛生の管理につ

いての内容と方法についてですが、１の四角で囲んだ新型コロナウイルス感染症対策とし

て、消毒などの（１）から（６）の対策を行います。 

 次に、２の四角で囲んだ新しい生活様式を取り入れた感染症対策として、常時５００枚

のマスクの確保、非接触型体温計の配置、銅テープの巻付け、光触媒の塗布など、（１）か

ら（９）の対策を行います。 

 次に、同じく１９ページの下段部分の「５ ゴミ減量への取り組み」ですが、千葉市環

境基本条例、千葉市環境基本計画に基づくスリーアール運動を推進するとともに、落ち葉

などの堆肥化とリサイクル、ごみの減量を含めたコスト縮減実行計画を立て、排出ごみの

減量に取り組みます。 

 次に、３０ページをお願いいたします。「（３）施設利用者への支援計画」ですが、上段

部分の「２ 利用者サービスの質の向上を目的とした具体的な方策」として、（１）から３

１ページの（８）の支援を行います。また、「３ 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」として、（１）から３２ページの（１８）の支援事業を行います。 

 次に、３３ページをお願いいたします。「（４）施設の利用促進の方策」ですが、中段部

分の「２ 利用促進の具体策」として、「（１）蘇我スポーツ公園施設と鎌取コミュニティ

センター体育館の連携」をはじめ、３４ページの「（６）障害者スポーツの振興」、「（７）

市制施行１００周年記念イベントの開催」、「（８）外国人とのスポーツ・イベント交流大会

の開催」、「（１０）帝京平成大学との連携協力」などの１１の事業を行います。 

 次に、３５ページをお願いいたします。中段部分の「３ 駐車場の混雑緩和対策」です

が、「（１）防犯カメラを出入り口に設置」、「（２）出入り口で職員による入出時間の確認」

はもとより、新たに「（３）自家用車の相乗り促進と利用料金の減免」、「（４）障害者を対

象とした民間駐車場の費用負担」を実施するとともに、「（６）千葉市の自転車を活用した
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まちづくり計画を推進し、自動車利用の低減」を図ります。 

 次に、４２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、令和３年度の目標は新型コロナウイルス感染症の影響がない平成３０年度実績を基に

設定をしております。 

 次に、４３ページをお願いいたします。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）関連する団体、関係機関への広報と、利用促進活動」を所長・副所

長を中心として①から⑦までの団体を対象に相手先に出向き積極的な活動を行います。 

 次に、４４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、１の自主事業に関する三つの基本方針として、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、緑区役所が策定した緑区基本計画に沿った自主事業を行います。 

 「２ 具体的な自主事業」ですが、「事業名１ 世代を越え、人々が交流し、助け合うま

ちづくり事業」として、１の「独り暮らしの高齢者などを対象としたシニア食堂で生活の

質の向上」、２の「高等学校料理研究部による創作活動と食事会」などの１６事業を行いま

す。 

 「事業名２ 子育てのしやすいまちづくり事業」として１の「独り親世帯などを対象と

した子ども給食事業」、４の「虐待防止の講演会、相談会」などの１３事業を行います。 

 「事業名３ 暮らしやすく、住み続けたいまちづくり事業」として、１の「保健師によ

る感染症対策講座」、２の「ＵＲによるおゆみ野開発事業の上映と講演会」、１３、１４の

「災害時の宿泊訓練」などの１４事業を行います。「事業名４ サービス事業」の２事業を

合わせまして、合計４５の事業を行います。 

 次に、４８ページをお願いします。「（１）収入支出見積りの妥当性」の収支見込みです

が、「１ 利用料金収入」は諸室の稼働率、体育館の利用者数の伸び率に合わせまして算定

をしております。また、４９ページから５０ページは自主事業収入の内訳でございます。 

 次に、５１ページをお願いいたします。支出見込みについてですが、初年度の管理運営

経費については、５１ページ、５２ページのとおりでございます。また、今後の５年間の

管理運営経費は５３ページの上段の表のとおりでございます。積算内訳につきましては、

これまでのコミュニティセンターの管理運営経費の実績を参考にしまして、５３ページ中

段に記載しておりますコスト縮減への取組みを考慮し設定いたしました。 

 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、委員の皆様から質問がございましたらお願いいたします。 

 長根委員、お願いします。 

○長根委員  「提案書」様式第１９－２号の５年間の管理運営経費のほうを拝見します

と、人件費のほう、かなり抑えていらっしゃるなというふうに感じたのですけれども、一

方で、委託費のほうが割と多めに盛っているなと思ったのです。どうしてかなと思ったら

ば、様式第３－２号のほうで、執行体制を拝見すると事務員の方は上げられているのです

けど、清掃担当の方がここに入っていないなと思って、そうなると、ではどこに入ってい

るのかというと、多分、清掃業務委託費の中に入っているということでよろしいのでしょ

うか。それで人件費のほうが低くなっている感じになっていると。 
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○株式会社千葉マリンスタジアム（岩成）  そのとおりです。清掃員は委託の中に含ま

れております。 

○長根委員  清掃の、それももちろん一つのオプションだと思うのですけど、ちょっと

質問なのですけれども、よくこの非常勤というのですか、パートみたいな形で清掃担当の

方を雇っているところも結構あると思うのですけれども、今回、委託費にしたのは何か合

理的な理由があるのでしたか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（岩成）  当社の場合は、いろいろなパターンがあり

まして、清掃を普通は委託でやっております。ほかのコミュニティセンター、高州と真砂

もやっておりますけれども、委託でやっております。 

 設備の場合は委託でやる場合と直営でやる場合がありますけれども、今回は委託でやる

考えでございます。専門的な知識が要求されますので、そういった意味で委託にしており

ます。 

○長根委員  それは費用の点からというわけではなくて、専門的な知識とかそういうこ

とで委託のほうを選ばれているということなのでしょうかね。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（岩成）  はい。そうです。 

○長根委員  分かりました。 

○小野寺部会長  ほかにございますでしょうか。 

 それでは、私のほうから質問させていただきますと、同じようなことなのですけれども、

「提案書」の８ページ、９ページをご覧いただきたいのですけれども、まず、８ページの

ほうは、一番下、Ｎｏ．１６の人は自主事業の営業担当ということなので、本社の人がや

るから人件費ゼロという、そういう理解でよろしいでしょうかということが一つと、あと、

９ページのところ、１日における人員配置、事務室は所長以下３名、受付は２名、昼間で

あれば３名ということですね。そのほか、先ほどの長根委員から質問があった清掃を、こ

れは委託なので、多分、昼間に何人かいると思うのですけれども、その委託の人は何人い

ることになっているのかということと、あと、設備の保守のほうも委託ということなので、

その人というのは委託の人がいつも１人以上いるのか、あるいは何かあったら電話して呼

ばなくては来ないのかとか、その辺りを教えていただけますか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（岩成）  まず、自主事業の人件費、１６番の事務員

の方ですけれども、こちらの表には０円という形で記入していまして、委託費に含めない

という形にしています。後ろのほうの自主事業の収支のほうを見ていただければ分かるよ

うに、こちらのほうに人件費、そちらをそれぞれの自主事業の中に人件費を入れさせてい

ただいております。 

それから設備のほうですけれども、これは常時最低１人はいるようにいたします。緊急

事態等ありますので、営業時間中は常時１人います。それから清掃については最低でも２

人以上は配置する予定でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 その上で、また同じようなことなのですけど、５９ページをお願いしたいのですけれど

も、収支の予算、こちらは５年間の積み上げでこのようになって、結果として、市のほう

で求めた基準額に対して、大分削減している提案をしてくださったのですけれども、プロ

パーでやるか委託でやるかという、そういうところもあるかもしれませんけれども、削減
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はどのように工夫されてやられたのかというのをご説明いただけますか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（岩成）  一つには、これまで当社は１２年間コミュ

ニティセンターの管理をしてきております。そういった中で、これまでの管理実績とか業

者さんの見積りを取っております。そういったことでこのような金額になっておりますこ

とが一つと、それから、会社の本社経費、一般管理費ですけれども、これを一つは５％程

度に抑えていることが一つございます。もう一つは、コスト縮減対策を会社として積極的

にやっておりまして、会社の中でもそういった実行委員会をつくっております。 

 そういったことで管理運営経費のコスト縮減を、今回、全体、管理運営経費の１％程度

としておりまして、そういったことでこの金額で、サービスの低下をまねかないで適切な

管理ができるものというふうに考えております。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 それでは、ほかの委員の方いかがでしょうか。 

 田辺委員。 

○田辺委員  長年にわたってほかのコミュニティセンターでも管理運営をなさっていら

っしゃっていて、その中で自主事業というのもたくさんされたと思うのですけれども、そ

の中で、私はこの「提案書」で、初めてその自主事業の内容を拝見したのですけれども、

これはその経験を生かした上での内容なのでしょうか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（岩成）  ４４ページをお願いいたしたいと思います。

全体で、事業名１から事業名４までありまして、それぞれ全体で４５の事業を挙げてござ

いますけれども、この４４ページの黄色く色を塗ったところですけれども、自主事業名と

いうことで、星印で新規事業というのをつけてございます。それ以外はほかの我々がやっ

てきたコミュニティセンターでやっておるのですけれども、この星印をつけた、例えば、

１番のシニア食堂での生活の質の向上とか高等学校料理研究部による創作活動とか食事会、

そういった星印のついたものは、今回、この鎌取のコミュニティセンターで初めて試みる

自主事業でございます。 

○田辺委員  ありがとうございました。 

 自主事業のご担当が、たしか所長と副所長のご担当というような説明でしたよね。違い

ましたか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（岩成）  自主事業は自主事業の担当が１人おりまし

て、副所長と所長がその担当を指導するという形でございます。 

 先ほど、所長と副所長がやるというのは、利用促進活動とか、外部への営業活動、そう

いったものが所長と副所長が行います。 

○田辺委員  分かりました。では、専門の方がもうお一方いらっしゃって、所長と副所

長が営業担当をなさる。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（久保木）  はい、そうでございます。 

○田辺委員  大変多い事業数だと思うのですけれども、そのお一人の方で全部なさると

いうとなのでしょうか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（岩成）  ほかのコミュニティセンターにも自主事業

担当がいますし、本社の中にも自主事業担当がいておりますので、そういった方が役割分

担とか得意な分野がそれぞれございますので、そういった方々で協力して、これだけの事
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業を分担しながらやっていきたいというふうに思っています。 

○田辺委員  ありがとうございました。 

○小野寺部会長  矢野委員、お願いします。 

○矢野委員  時節柄、新型コロナウイルスの感染というのは、ここからは絶対に出して

はいけないというふうに考えるわけですけれども、１８ページ、１９ページのところで新

型コロナウイルス感染症対策、あるいは、新しい生活様式に取り入れた感染症対策という

ようなことで、いろいろ羅列していただいていますけれども、特にここの中で特色的なこ

と、特に力を入れていくこと、このことによって、まず、こういうコロナを出さないとい

うような、何か工夫をされたようなところ等がありましたら、教えていただきたいと思い

ます。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（岩成）  一つ目は、１４ページの研修表があるので

すけれども、ここの「２ 主な研修による能力向上策」の、この表のちょうど真ん中辺り

の下線部ですけれども、今まで当社では入れていなかったのですけど、救急救命研修の下

に消毒衛生研修ということで、コミュニティセンターに勤務する職員が、この消毒、今ま

であまり消毒とかをやったことがなかったのですけど、そういった研修を受けて職員自ら

がこの消毒と予防対策に取り組むということで、これを重点的にこれから進めていきたい

というふうに思っております。 

○矢野委員  分かりました。ぜひ、ここからはコロナが出ないようにということを重々、

配慮していただけたらなというふうに思いました。 

 あと、もう一つよろしいですか。５４ページのところの市内業者の育成の中の障害者施

設の支援ということがありますけれども、障害者施設、今までやっておられた事業者の方

も障害者施設との関連というのは、かなり一生懸命やっておられたような気がしますけれ

ども、こちらのほうで、本社のほうで特にこのことについて重点的にやっているとか、何

かありましたら教えていただきたいと思います。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（岩成）  障害者の方々につきましては、今までにあ

るコミュニティセンターで障害者施設で作ったパンとかクッキーとか、そういった販売は

今までやっておったのですけれども、ここで書かせていただいているのは、障害者の皆様

の就労支援ということで、例えばこのコミュニティセンターでの軽微な清掃活動とか、あ

るいは植栽、高木、高い木はできませんけれども、低木、そういった植栽管理とか除草と

かをお願いしたいというふうに思っています。 

 あと、こういった訓練は、若葉区の加曽利町の障害者の福祉作業所でもう既に行ってお

りまして、どこか我々が作業できるところがないかという打診等も当社のほうに来ており

まして、そういったことで、今回、この提案を挙げさせていただいております。 

○矢野委員  分かりました。 

○小野寺部会長  ほかに、委員の皆様ありますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  ほんの少し時間がありますので、最後に一言ＰＲをお願いできますか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（岩成）  今回の「提案書」の中で特にＰＲするとこ

ろは、自主事業では、緑区役所さんが以前に策定しました緑区の基本計画と整合の取れた

事業を提案させていただいております。 
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 それから、コロナの関係等もありまして、生活に困っておる方が以前にも増して増えて

おりますので、そういった中でシニア食堂であるとか子ども食堂等、こういった自主事業

を行いまして、一人でも困っておる方を多く助けたいという気持ちがございます。 

 それから、二つ目として、千葉市の施策や事業との連携を図るために、千葉市、令和３

年度に市制施行１００周年を迎えますので、１００周年イベントであるとか、外国人との

交流、それから障害者のスポーツ、それから見ますと鎌取のコミュニティセンターは少し

大学との連携が薄くなっておりますので、大学との連携事業に力を入れていきたいという

ふうに思っております。 

 それから、災害時の対応としては、ご説明させていただきました夜間の転送電話方式の

採用であるとか、避難所運営委員会での役員を所長が兼務するとか、そういったこともや

っていきたいというふうに思っております。 

 それから、駐車場の問題もありますので、駐車場の混雑緩和対策を積極的に進めていき

たいというふうに考えております。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（久保木）  それから、当社には新しい技術の導入と

いうことではないのですけれども、いわゆるドローンを使った設備の老朽化の管理、それ

から修繕にそれを役立てたいということで、現在、私どもフクダ電子アリーナのほうで、

同じようにドローンを使っての建物の老朽化の診断というか、設備老朽化に対する対応を

図るということをやっておりますので、その辺りは新しい技術の導入ということで関わっ

ていただきましたけど、これも一つ新しい私どもの提案だというふうに思っております。 

○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。千葉マリンスタジアムの皆さん、どうもあ

りがとうございました。 

［千葉マリンスタジアム 退室］ 

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

思います。おおむね５分ぐらいでお願いします。後でまた時間を取りますのでお願いしま

す。 

［採点・休憩］ 

○小野寺部会長  それでは、次に、株式会社京葉美装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。 

○久我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、ご報告をさ

せていただきます。 

 お手元にお配りしております資料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の「（１）同種の施設の管理実績」でございますが、「提案書」の３ページから

４ページにおいて、コミュニティセンターと同種の施設の管理実績がありますので５点と

採点をいたしました。また、株式会社京葉美装は、鎌取コミュニティセンターの現指定管

理者でございます。 

 次に、５の「（２）管理経費（指定管理料）」でございますが、ページの採番がございま

せんが、５９ページに当たります「提案書」様式第２５号において、提案額が基準額を超

えていないため、基礎点１５点、さらに、基準額から提案額の削減率は０％でございまし
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たので、加算点は０点とし、合計で１５点と採点いたしました。 

 次に、６の「（１）市内産業の振興」でございますが、株式会社京葉美装の所在地は市内

でございますので３点と採点をいたしました。 

 次に、６の「（３）市内雇用への配慮」でございますが、「提案書」の５５ページにおい

て、施設従事者に占める市内在住者が８割以上でありましたので３点と採点をいたしまし

た。 

 最後に、６の「（４）障害者雇用の確保」でございますが、「指定申請書類」、「障害者雇

用に関する資料」におきまして、法定雇用率を達成していないことから０点、「提案書」の

５６ページにおいて、障害者を１人以上雇用しないことから０点と採点し、合計で０点と

採点結果がなったものでございます。 

 施設における障害者雇用を０点とした理由といたしましては、「提案書」では１名の障害

者を雇用する予定となってはおりますが、「提案書」に記載の週所定労働時間に幅がありま

したので、応募者から直接聞き取りを行い、「選定基準」に照らし合わせた結果、障害者雇

用に当たらないため、０点となったものでございます。 

 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ございますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  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、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」について、公認会計士で

ある私より、計算書類等を基にご説明させていただきます。 

（※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、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してください。 

［株式会社京葉美装 入室］ 

○小野寺部会長  どうぞおかけください。 

 それでは、これからヒアリングを行います。進め方について、事務局から説明をお願い

します。 

○久我地域づくり支援室長  それでは、ご説明させていただきます。 

 応募者の方は、まず、１０分間で出席者の紹介及び提案内容の説明をお願いします。 

 １分前になりましたら、ベルでお知らせをいたします。１０分経過しましたら更にベル

を鳴らしますので、説明を終了してください。 

 次の２０分は、質疑応答になります。部会の委員のほうから質問をさせていただきます

のでお願いいたします。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  それでは、説明をよろしくお願いします。 

○株式会社京葉美装（国吉） それではまず、ご挨拶申し上げます。私は、京葉美装社長

の国吉でございます。 

 右から、指定管理部長の三原、そして鎌取コミュニティセンター所長の上地、同じく鎌
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取コミュニティセンターの副所長の内田、そして本社設備担当で、千葉市消防ＯＢの勝地

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、幕張、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ページに示しますとお

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おります。 

 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社員による施設

の自主点検や、次の１２ページの事例のように、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するよう、

努めております。 

 次に、１５ページをご覧ください。 

 施設の保守管理の考え方ですが、経年劣化も進み、修繕費と提案設備工事を毎年２８０

万円確保いたします。 

 当社は、１級建築士事務所並びに建設業という強みを生かし、幕張と畑の２か所のコミ

ュニティセンターでは、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。

これは、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おります。 

 当施設も同様に導入を提案いたします。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、電力確保はもとより、ロビーに削減電力を表示して、利用者の利用認識の向

上にもつながっています。このように、５年という指定期間にとらわれない、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。特に他施設

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、長寿命化の

４原則の遵守などの措置を講じます。 

 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。 
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 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３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、当社の担当施設では、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、おおむね満足というこ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、受付での飛沫防止の区画、検温の実施に加え、飛沫ガ

ードパネル、加湿器なども貸出用の備品に加えます。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。 

 ３１ページに移りますが、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いたします。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

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、

ほか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、鎌取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、建設や消防、民間企業など、地元近隣諸団体にも協力いただき展

開します。 

 加えて、４１ページに入りますが、新たにビジネスコーナーとして、ドローン体験など、

利用が少ないと考えられるサラリーマンや大学生の来館にもつなげたいと考えています。 

 次に、４４ページをご覧ください。 

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

ージにもある、緑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、今年度は、コロナ禍で中断となった高校生ダンスパフォーマンス選手権を復活さ
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せます。これは、東京五輪音頭２０２０を第１課題曲、公募で募り選曲した第２課題曲で

県内高校生が競う大会で、千葉市開催の東京２０２０の千葉市のレガシーとして、継続的

に開催をしたい大会です。 

 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いたし

ます。 

 最後に、表紙にも明記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、笑顔あふれることで、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。 

○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。 

 お願いします。 

○長根委員  「提案書」様式第２２号の障害者雇用確保についてなのですけれども、先

ほどの説明を聞いたところ、雇用していないわけではないですけど、法定時間に足りなか

ったというような話を聞いたのですけれども、今後、例えば、週３０時間以上ですか、障

害者の方を雇用する予定とか、計画みたいなものはあるのでしょうか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  お答えします。現在、ＮＰＯはぁもにぃさんに、当鎌取

コミュニティセンターのほうでは業務委託として、障害者の方に健常者がサポートした形

で２名の方を雇用させていただいています。その中で、その方々たちが独り立ちして、働

けるような形が取れるようになるのかどうか、そこを新年度早々に協議しながら、そうい

った形を、もう少し働けるのかということを確認しながら、対応していくのとともに、ま

た当然、障害者に関しては、３０時間以上働けるような方もハローワークなどと通じて、

知的障害、身体障害を含めて、採用する検討をしているところでございます。 

○長根委員  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。 

○株式会社京葉美装（国吉）  今の障害者雇用で１点、追加でいいですか。 

○小野寺部会長  はい。 

○株式会社京葉美装（国吉）  あと、今、社内の事情なのですけれども、穴川コミュニ

ティセンターが、同じように申請しておりまして、大規模修繕が入るということで、あそ

こには、フルタイムの月に１７０時間働いている、千葉市高等特別支援学校の卒業生で、

今年５年目の２３歳の青年がおりますので、彼が、鎌取が地元なものですから、そこがも

し、社内の異動で可能であったらと、そういう想定もしております。 

○小野寺部会長  私から質問させていただきます。まず、「提案書」の８ページをお願い

したいのですけど、８ページ、管理運営の執行体制で、こちら今、人の配置が載っていま

すけれども、このＮｏ．１の部長、勤務日数月平均４日ということですけれども、この方

の機能、役割について、詳しく教えてほしいです。 

○株式会社京葉美装（国吉）  では、三原部長のほうからよろしくお願いいたします。 
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○株式会社京葉美装（三原）  ここに書かれています４日ということは、一応、ここの

地域に、このコミュニティに４日巡回で訪れて、業務の流れとか、指導点等を見つけて、

的確に指導している、そういう４日間になっております。 

○小野寺部会長  所属は本社ということでよろしいのですか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  所属は、まさに今回答した、三原が指定管理部長なので

すが、一切、本社の仕事をせずに、指定管理部のコミュニティセンターを巡回するという

担当で、そういったことで経理分担のほうもコミュニティセンターという形で計上させて

いただいています。 

○小野寺部会長  分かりました。 

 それとあとは、５９ページになるのだと思うのですけれども、収支予算書のところ、ど

こがということではないですけれども、今回、市のほうで提示した基準額から、そんなに

削減ができていないのですけれども、この収支をつくる上で、どうしてそうなったのかと

いうのを、簡単にご説明いただけますか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  まず１点は、人件費が毎年、最低賃金が上がるというこ

とで、人件費が毎年毎年、向上していくということと、あとは、私ども、提案設備工事と

いうのを年間２８０万円計上しておりまして、それが、我々としては、市への還元の予算

化といいますか、あらかじめ１千万円単位の太陽光発電装置を市に寄贈するとか、そうい

ったことで考えております。 

○小野寺部会長  もともとやっているので、そんなに削減とかはできないですよね。分

かりました。 

 ほかの委員の方、いかがでしょうか。 

 矢野委員、いかがでしょうか。 

○矢野委員  私は、先ほどもほかの会社の方にもお伺いしたのですけど、やはり気にな

るのは、今この時節柄、コロナのことについて。この鎌取からは絶対に出してほしくない

という、そういうような強い思いは持っているのですけれども、この「提案書」を見せて

いただいて、それに対する記述がとても少ない。今、お話の中で、いろいろな場面場面で、

コロナについてはこういうふうな、というようなことはありましたけれども、記述の部分

がとても少ない。それで、マスク着用だとか、飛沫防止、あるいは３密を回避するとかと

いうようなことは書いてあるのですけれども、このコロナについて、特にこういうことに

ついて留意しているとか、この場面について留意しているとか、何か、そういうようなこ

とがありましたら、ぜひお話を伺いたいなというふうに思っています。 

○株式会社京葉美装（上地）  ご質問いただきました件につきまして、お答えさせてい

ただきます。 

 皆さん、本当にコロナについては、ご心配だと思いますので、今おっしゃったように、

鎌取からは、この地域からは絶対にそういう方を出さないという意識で取り組んでおりま

す。 

 区役所のほうの、市のほうのご指導をいただきながら、まず、こういった方は利用でき

ません、こういうサークルは利用できませんよという、そういうルールはしっかりと守っ

て、あとは、中の施設の有効活用というか、３密を避けるというのももちろんそうですし、

換気も十分にできるように、本当は、緊急のときにしか使えないような窓ですね、そうい
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う排煙窓とかも十分に利用して、換気を十分にするように。あとは、３密にならないよう

に、利用者の方にももちろん、ルールで定員の半分ということもしっかり守っていただく

と。あとは手洗いもしっかり、消毒液も切らすことのないように、出入口付近に置いて消

毒していただく。手指の消毒ももちろんそうですし、あとは、トイレでの消毒ももちろん、

手洗いも十分していただくようにご案内、受付も含めて全員で、本当にコロナの感染者を

出さないという強い意識で取り組んでおります。 

○矢野委員  利用者がおられるときの注意というのもあれですけど、利用者が利用され

た後の清掃面での消毒とか、そういう面でもいろいろ工夫はされておられるのですか。 

○株式会社京葉美装（上地）  はい。午前中、７時から清掃員が入っておりまして、清

掃員はもちろん、利用者の方が使うドアノブとか、あと、自販機とか、机はもちろんそう

ですけど、そういう利用者の方は触れる場所はすべて、消毒しておりますし、あとは、そ

れ以外の部分です、身につかない部分、清掃員の方ができなかった部分は、また私ども職

員、事務職員のほうでしっかりと消毒をすると。あと、利用者の方にも消毒液をお渡しし

て、利用後は必ずお使いいただいたところは消毒するようにということで、消毒液も十分

に、不足することのないように準備して、消毒を行っております。 

○矢野委員  ありがとうございます。 

○株式会社京葉美装（国吉）  加えて、３０ページにございます、千葉市の新型コロナ

感染症対策ということで、通常は、お店とかで配布するようなものですけど、取組宣言の

店ということで、我々コミュニティセンターもそれを申請して、それをいただいたという

ことは、千葉市のほうから徹底してやってくださいということを、所内でも回覧して、そ

れは認識させていただくようにしております。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 田辺委員、お願いします。 

○田辺委員  今、矢野委員がおっしゃった、防災とか、そういう関連のことですけれど

も、「提案書」の２６ページに、タイムライン防災という言葉がありまして、私はこれを初

めて知りました。これはこれからとても有益といいますか、起こってからではということ

ではなくて、新しい考え方。やはりこういう考え方はすばらしいなと思いました。 

 少し違うことです。質問なのですけれども、「提案書」の３３ページに、４の（４）に、

施設の利用促進の方策という質問がありまして、その中に、実は、「本施設は駐車場の混雑

が利用促進を妨げる要因の一つとなっていますが、混雑緩和を期待できる提案があれば、

記述してください」と、本来ならばあるのですけれども、それがないのはなぜでしょうか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  すみません、もしそれが落ちているとしたらうっかり見

落としてしまったのですが、駐車場の混雑緩和といたしましては、地元の近隣さんとの良

好なネットワークで、特にイベント時とか、人が多くなるなと予想されるときは、地元の

大和ハウスさんとか、あとは大多喜ガスさん、こちらのほうが、やはり土日は民間企業で

すので、お休みのときに、そこの駐車場をお借りして、第２、第３駐車場ということで、

お借りするような、近隣の諸施設の皆さんとは良好な関係を築かせていただいて、不足を

補っているという状況でございます。 

○田辺委員  そういう大規模なときは分かるのですけれども、通常でも多分お困りの利

用者さんがいるのかなと思いまして、通常の部分でいかがでしょうか。 
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○株式会社京葉美装（国吉）  定期的に、巡回をして、車のナンバーを控えておりまし

て、長時間駐車の方については、注意書きを貼るとか、何度もそういうふうに駐車をされ

た方についても、もちろんそういう注意書きを貼るとか、ということはやっておりますし、

あとは、区役所の駐車場もございますので、うまく３時以降、利用させていただいたりと

か、そのような部分で、駐車場の混雑緩和という形は努力しております。 

○田辺委員  ３時以降は区役所にどうぞというのは、皆さんに周知されているのですか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  一応、ご案内はしておりますので、なかなか皆さんに周

知できないこともあるかもしれませんけれども、一応ご案内しております。 

○田辺委員  あと、自主事業というものもなさっていると思うのですけれども、大変た

くさんの経験をお持ちだと思うのですけれども、今回、提案なさるに当たって、一番、こ

の辺りを変えましたみたいなことがあったら教えてください。 

○株式会社京葉美装（国吉）  ありがとうございます。 

 自主事業は、まさに当社の肝煎りのイベントがたくさんある部分でございますけれども、

特に今回、意識したのが、新しい試みとしては、地元、千葉市ならではの、例えば、千葉

市動物公園、そして加曽利貝塚、あと、千葉都市モノレール、緑区からは少し離れており

ますけれども、やはり同じ千葉市として、オール千葉でやるようなイベントを各館を回っ

て、各事業者を回って、それぞれの社長さんとか、館長さんとか、責任者と話をして、ジ

ェフのほうも話をして。例えば、モノレールに関しては、秋にモノレール祭りがあるとい

うことで、そういったモノレールに沿って、ロビーで、我々コミュニティセンターで、そ

れこそ４館合同で１週間、２週間単位で同じパネル展をやるということは慣れております

ので、モノレールの歴史展とか、場合によっては物販も事前に協議すれば可能ですので、

モノレールグッズを販売促進させていただくとか、そういったイベントを組ませていただ

いたり。 

 あとは、動物公園の館長さんは民間の方で、東芝のＯＢなのですけれども、テレワーク

動物園というのを開催しているみたいなので、それの出口を求めているところがあったも

のですから、それはコミュニティセンターの我々のところで、モニターをつけて動物の生

態とか、そういったものも、では、出口として我々のほうでやらせていただきたいとか。 

 あとは加曽利貝塚も、昔は鎌取コミュニティセンターも巡回で行ったのですよ、と館長

さん、おっしゃっておられたのですけど、どうして辞められたのですか、と言ったらやは

り運送に、国宝クラスのものを運ぶのにかなりの経費がかかる。ではそういうものでなく

て、パネルとか、そういったものだけでも結構ですから、我々の手弁当でやらせてくださ

いというと、それならできますね、ということで、とにかくそういった、加曽利貝塚巡回

展を復活させるとか、そういった話。 

 そしてあとは、ジェフのフットサルなんかも、緑区ですと少し離れていますけれども、

最近は個人のフットサル教室がはやっているということを聞きまして、フットサル大会み

たいな、個人で参加するようなフットサルみたいなものも企画したいというふうに考えて

おりますし、そういった、特に地元密着、そして今後、千葉市の市制１００年、そして、

千葉市開府９００年記念がこの５年間に入ってきますので、そういった千葉市ならではの、

地元の地域の皆様に意識醸成するような、みんなで参加できるような、こんなイベントを

新たなもので導入させていただく予定でございます。 
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○田辺委員  ありがとうございました。コミュニティセンターの使命として、やはり住

民の意識向上といいますか、あと、定着ですとか言われていますので、そちらのほうにつ

なげていただければと思います。 

○株式会社京葉美装（国吉）  ありがとうございます。 

○小野寺部会長  ほか、よろしいでしょうか。 

 矢野委員、お願いします。 

○矢野委員  感想が二つぐらいと、あと一つお伺いしたいのですけれども、一つは、こ

ちらの事業というのは、今まで、例えば、はぁもにぃさんとか、障害者施設団体さんとの

いろいろな取組みというのが、結構、積極的にされているのだなというふうに私は、思っ

ていたのですけれども、障害者の雇用の面で、あまり実績がないというようなことも、先

ほどちょっとありました。ほかから回してくるというような話もありましたけれども、少

し意外な感じがして、事業としては、いろいろされているかもしれないけれども、雇用と

かそういう面について、もっとされているのかなと思ったら、そうでもなかったというこ

となので、そういう点にも力を入れていただいたら、ありがたいのかなというふうに思い

ました。 

 それからあと、太陽光を積極的に取り入れているというのは、これはとてもいい試みだ

なというふうに思って、他施設にももっともっと、こういう自然エネルギーの活用という

のは、とても大切なことだと思うので、よい先駆けとして、よい取組をされているのだな

というふうに私は思って、これを拝見しました。 

 積極的な営業活動も、今のお話も一つかもしれませんけれども、現場の職員の方が忙し

くてできないので、本社に営業担当を設置しているというお話ですけれども、どういう方

が何名ぐらいおられて、どんな活動をしておられるのか、その辺りちょっとお伺いできま

すか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  ありがとうございます。 

 本社のほうには、実は本部長でいる者が元鎌取コミュニティセンターの所長ということ

で、今、コミュニティセンターの管理・運営からは離れているのですが、そういった人間

と、私のトップセールス。そしてあと、ビルメンテナンス事業部のほうにも、各部長、課

長がおりますので、何か地域のイベントとかある場合は、現在、必ず名刺にコミュニティ

センターの４館の名前を入れさせていただいていますし、イベントがあるときはチラシを

かばんに入れて、その都度、ご案内するような形で、本社のほうも総力戦でやらせていた

だいております。 

○矢野委員  今あるイベントのＰＲとかということで、新しい提携先を求めていたりと

か、そういうような積極的な、そういうことではないのでしょうか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  その部分では、私はロータリークラブとかに属していた

り、地元の法人会とか、それぞれの役員を通じて、いろいろな新しい試み、例えば、千葉

市のサッカー協会、こういったところに行って、フットサルの需要がどうなのかとか、そ

ういったものを打合せしたりですね、そういったものは私と本部長の伊東でもって、いろ

いろ新しい切り口を模索しながら、それぞれの関係所管のほうには打っているのと、あと

は、ロータリークラブというところは１００社おりまして、千葉市の優秀な企業が。 

○小野寺部会長  ちょっとまとめていただけますか。 
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○株式会社京葉美装 （国吉）  はい。そこのポストにチラシを置いていただいており

ます。その複利効果はかなりあります。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 時間ですので、これでヒアリングを終了とさせていただきます。京葉美装の皆さん、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、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き、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、採点表を事務局職員に渡してください。 

 採点が終わりましたら休憩としてください。 

［採点・休憩］ 

○久我地域づくり支援室長  それでは、集計の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側、これ

が総得点になります。 

 まず、株式会社千葉マリンスタジアムでございますが、総得点が１２７．２５点でござ

います。 

 次に、株式会社京葉美装は、総得点が１２０．５０点でございます。 

 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。 

 それでは、ただいま事務局よりご報告いただきましたとおり、千葉市緑区鎌取コミュニ

ティセンターの指定管理予定候補者とすべき者の、第１順位は株式会社千葉マリンスタジ

アム、第２順位は株式会社京葉美装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、株式会社千葉マリンスタジアムの提案内容において、

優れている点や工夫が見られる点、千葉マリンスタジアムに対する意見など、具体的な意

見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 そうしましたら、私から。よかった点としては、非常に施設について、何をすべきかと

いう、市のほうの要望、それから利用者のニーズを捉えるような提案であったと思います。 

 また、自主事業とか、利用者に対する満足度とか、利用促進、そういったことに対する

方策とかが優れていたかなと思います。 

 そして、指定管理料について、基準額よりも低い金額で頑張って出してくれたというと

ころを高く評価すべきだなと思います。 

 その上で、今後５年間やっていただくわけですけれども、利用率とか、数値の目標につ

いては、必ず達成していただくとともに、利用者の満足度の向上と、それから提案にあっ

た新型コロナに対する対策であるとか、防災の拠点としての在り方も書いていただいたの

で、そういったところに十分配慮して運営をやっていただきたいなというのを、意見とし

て申し上げたいです。 

 ほかの委員の皆様はいかがでしょうか。よかった点とか、ちょっとこういうところ、意
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見しておきたいなというのがありましたらお願いします。 

○長根委員  私は、部会長と同じ意見です。要はコスト削減というか、経費の縮減がす

ばらしかったです。 

○小野寺部会長  コスト削減、よかったですね。 

 矢野委員。 

○矢野委員  私も全く同じで、１点なのですけど、一つ、面白いなというように思った

のは、駐車場が狭いという、そういう欠点があるわけなのですけれども、自家用車の相乗

り促進のそういう方向、３人以上の方が乗ってくると、指定管理者のほうが少し負担しま

すだとか、それから、障害者の方は民間駐車場の利用だとか、また、自転車を利用してと

かというのもありますけれども、何かちょっとした工夫とか、そういうユニークなところ

も面白いなというふうに思いました。 

○小野寺部会長  私も、相乗りは新しいなと思いました。いろいろほかにも問題はあり

そうですけれども、面白い試みだなと思いました。 

 田辺委員、いかがでしょうか。 

○田辺委員  私は、どちらも自主事業のことについて、着目してお聞きしていたのです

けれども、どちらもそれなりのよい部分があるのですけれども、やはり文化面というか、

ソフト面というか、そちらにとても特徴があるのがマリンさんなのかなと思って拝見して、

それは、鎌取を昔指定管理なさっていたということとか、ほかの事業のこととかも見てい

てそう思ったのですけれども、本当に、コミュニティセンターの利用率というか、稼働率

を上げるということは、市民参加ということをとても支援するという、そういうことだと

思うのですけれども、やはりソフト面をより身近に感じていらっしゃるかなと。マリンさ

んはそんな感じで見ていました。 

 あと、自分は得意範囲ではないところは、ちゃんと委託事業にする、自分の得意範囲を

きちんとやる、そんなところもよいかなと思いました。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 あとはよろしいでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、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、株式会社千葉マリンスタジアムが総得点で最も勝っていたということ。 

 それから、よかった点としては、施設の在り方に基づいた管理・運営をするという提案

がされていたと。 

 また、管理経費について、基準額よりも削減した提案をなされていたということにおい

て、優れていました。 

 また、市の要望や利用者ニーズを踏まえた利用促進の方策を提案してくださったという

ようなところに、提案に工夫が見られたということです。 

 附帯の意見としては、計画を立ててくれたので、そのとおりに利用者に対する目標とか、

経費の目標とかをぜひとも達成していただきたいなと。というような意見が委員の皆様か

らございました。 

 これらを踏まえて、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

ただいてよろしいでしょうか。 
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（異議なし） 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 それでは、千葉市緑区鎌取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、

株式会社千葉マリンスタジアムといたします。 

 千葉市緑区鎌取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「千葉市土気あすみが丘プラザ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します。 

○久我地域づくり支援室長  はじめに、前回の部会後から公募開始までの経過につきま

しては、鎌取コミュニティセンターと同様のスケジュールでございました。 

 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４－１「申請者一覧」のとおり、「千葉市コミュニティセンターまちづくり企業共同体」

より申請がありました。 

 こちらの共同事業体は、株式会社京葉美装、株式会社スワット、特定非営利活動法人ま

ちづくり千葉、特定非営利活動法人はぁもにぃ、以上４者から構成されております。 

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

 土気あすみが丘プラザ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

をさせていただきます。 

 各審査項目の内容については、事務局で審査した結果、共同事業体を構成する法人すべ

てが、応募資格のコ、暴力団等排除の項目を除く各要件を満たしております。また、かつ

失格事由に該当しないことを確認をいたしました。 

 応募資格コについては、まだ警察からの回答がなく、照会中でございますので、先ほど

申し上げましたとおり、選定評価委員会による審査の後、選定までの期間に失格となる事

由に該当することとなった場合は、予定候補者に選定しないこと。 

 また、仮協定の締結までの期間に失格となる事項に該当することとなった場合は、仮協

定を締結しないこと。 

 さらに、仮協定の締結の後に失格となる事由に該当することとなった場合は、指定管理

者の指定は行わないこと。 

 以上を前提とした上で、審議を行わせていただきます。 

 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、ございますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、審査に入りたいと思います。 

 千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体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、先ほどの鎌取コミュニティセンターと同様に、事

務局で採点を行う一部の審査項目の採点の結果について、報告させていただきます。 

 お手元にお配りした資料４－４「採点表」をご覧ください。 

 「千葉市コミュニティセンターまちづくり企業共同体」についてでございます。 
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 共同事業体でございますので、一部採点の基準が先ほどの２者と異なります。 

 資料４－３「選定基準」の中で、「共同事業体の場合」と記載されている基準で採点をし

ております。例えば、「選定基準」の７ページにあります、「２ 施設の管理を安定して行

う能力を有すること」、こちらの採点については、構成する法人の責任割合に応じて計算を

いたします。 

 次に、資料４－４にお戻りください。 

 まず、２の「（１）同種の施設の管理実績」ですが、「提案書」の３ページから４ページ

において、株式会社京葉美装は、コミュニティセンターと同種の施設の管理実績がありま

すので５点、ＮＰＯ法人まちづくり千葉は、公の施設の管理実績があることから３点、株

式会社スワット及びＮＰＯ法人はぁもにぃは、公の施設の管理実績がありませんので０点

とし、これらの点数をそれぞれの責任割合を乗じた後、合計して得点を計算し、４点と採

点をいたしました。 

 責任の割合については、机上配付させていただいた資料「委員からの事前質問に対する

回答」という紙の下の欄にございます。こちらのヒアリング結果にあります責任割合によ

って、計算をしたものでございます。 

 次に、５の「（２）管理経費（指定管理料）」でございますが、ページの採番がありませ

んけれども、６１ページに当たります「提案書」様式第２５号において、提案額は基準額

を超えておりませんので、基礎点の１５点、さらに基準額から提案額の削減率は０％であ

ったため、加算点が０点とし、合計で１５点と採点をいたしました。 

 次に、６の「（１）市内産業の振興」ですが、各構成団体の所在地は、全団体が市内であ

りますので３点と採点をいたしました。 

 次に、６の「（３）市内雇用への配慮」でございますが、「提案書」の５７ページにおい

て、施設従事者に占める市内在住者が８割以上であったことから３点と採点をいたしまし

た。 

 最後に、６の「（４）障害者雇用の確保」でございます。 

 まず、法定雇用率の達成状況については、「指定申請書類」、「障害者雇用に関する資料」

において、株式会社京葉美装は、法定雇用率を達成しておりませんので０点、株式会社ス

ワットも法定雇用率を達成しておりませんので０点、ＮＰＯ法人まちづくり千葉について

は、法定雇用数が１に満たない団体であり、障害者を雇用しておりませんので１点、ＮＰ

Ｏ法人はぁもにぃについては、法定雇用数が１に満たない団体であり、障害者を１人以上

雇用していることから２点とし、これらの点数を障害者雇用状況報告書に記載された「法

定雇用障害者の算定の基礎となる労働者」の数の割合で比例按分しまして、０点となりま

した。 

 また、施設における障害者雇用については、「提案書」の５８ページにおいて、施設にお

いて障害者を１人雇用する予定と記載はありますが、雇用障害者のカウントとしては、規

定時間内に満たないことから０点と採点し、合計では０点ということになっております。 

 なお、事前送付資料の中では、この項目の採点を１点としていましたが、確認し直した

結果、採点誤りでございましたので、訂正をさせていただきます。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 



 

―２６― 

 ただいまの説明について、何かご質問はございますか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、審査に入りたいと思います。 

 千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体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させていただきます。 

（※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  それでは進めます。 

 それでは、これから千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体のヒアリングを

行います。 

 千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体さんをこちらへご案内してください。 

［千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体 入室］ 

○小野寺部会長  お座りください。 

 それでは、これからヒアリングを行いますが、進め方について事務局から説明をお願い

します。 

○久我地域づくり支援室長  それでは、説明させていただきます。 

 まず、１０分間で、本日出席していただいている方の紹介と提案内容を簡潔にご説明を

お願いします。 

 １分前になりましたら、ベルでお知らせします。１０分が経過しましたら、更にベルを

鳴らしますので、説明はそこで終了してください。 

 次の２０分は、質疑応答になります。当部会の委員のほうから質問をさせていただきま

すので回答をお願いいたします。 

 以上です。 

○小野寺部会長  それでは、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。私は、京葉美装社長の国吉

でございます。また、右から順に株式会社スワットの黒川社長、そして、京葉美装、指定

管理部鎌取コミュニティセンター副所長の内田、そして、ＮＰＯはぁもにぃの長浜理事長、

そしてＮＰＯまちづくり千葉の山本理事長でございます。よろしくお願いいたします。 

 着座にて失礼いたします。 

 私ども、千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体は、今ご紹介した地元４法

人で構成するグループでございます。 

 まずは、「提案書」の１１ページをご覧ください。 

 代表法人の京葉美装は、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、千葉市内の穴川、鎌取、畑、

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、４ページに示すとお

り、このコロナ禍におきましても、４施設共に稼働率目標は、市とお約束した数値目標を

達成しています。 

 １１ページに戻りますけれども、構成法人のスワットは、警備業で豊富な公共施設の実

績があるほか、千葉市、佐倉市教育委員会とプログラミング教室、ドローン教室などの青
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少年健全育成事業も展開しています。 

 次に、１２ページをご覧ください。 

 まちづくり千葉は、千葉の親子三代夏祭りなど、千葉市の代表イベントに参画するとと

もに、千葉市民活動支援センターの指定管理者にも選定されています。 

 また、ＮＰＯはぁもにぃは、障害者の働く場所の確保や居場所づくりを行っており、京

葉美装が管理運営する施設でも、清掃業務やみつばちプロジェクトなどの自主事業を障害

者と共に実施しています。 

 それでは、自主事業の１３ページでございますけれども、当グループには当施設の設備

担当２名のほか、京葉美装本社並びに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的専門資格を持った人材集団である、維持管理チームを組織し

ておりまして、当施設をバックアップいたします。 

 例えば、京葉美装本社としては、千葉市消防ＯＢ社員による施設の自主点検などを実施

しています。 

 次に、１７ページをご覧ください。 

 施設の保守管理の考え方ですが、経年劣化が進む中、修繕費と提案設備工事で毎年２６

０万円を確保します。特に、提案設備工事ですが、京葉美装が１級建築士事務所と建設業

という強みを生かし、既に幕張と畑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、

当施設でも導入を提案いたします。 

 また、敷地内に井戸の設置も提案し、災害時の避難者と近隣地域の皆様への生活用水の

給水、供給にも寄与いたします。 

 このように、５年という指定期間にとらわれない、千葉市に貢献する姿勢を貫き、継続

いたします。 

 次に、１８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、他の

施設の重大災害事例を即座に共有し、緊急点検を行い、同様の事故を未然に防止するとい

うようにしています。 

 加えて、１９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。 

 また、２２ページに移りますけれども、駐車場の管理体制、駐車場の混雑緩和策として、

当ページにはございませんが、収支予算書には駐車場対策費用として、毎年１２０万円を

計上しており、近隣に１０台程度の有料駐車場を確保する予定です。 

 次に、２６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。 

 また、２７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

間体制で１週間、常駐可能な体制を構築しています。市内救助者が数多く在籍する地元法

人の強みを生かします。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
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ルス対応にも配慮し、飛沫や３密防止対策の徹底、検温、自己申告による体調確認などで

部屋を区分いたします。 

 次に、３１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、

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、３２ページをご覧ください。 

 サービス向上策ですが、京葉美装、担当の施設では、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、大変満足、満足との回答をいただいており、この手法を当施設にも導入し、高い接遇

満足度を確保します。 

 また、新型コロナウイルス対応として、受付での飛沫防止の区画、検温実施に加え、飛

沫ガードパネルや、加湿器も貸出し備品として備えます。 

 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、３３ページですが、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いたします。 

 さらに、当施設を継続的に利用していただく工夫として、既存施設で展開している健康

クラブを当施設でも、水平展開し、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、３６ページから３７ページにかけてでございますが、現在、既存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が、当施設でも導入いたします。自

主事業での希望業務が発生した際に連絡し、都合がつく場合にご参加いただきます。担当

施設共通の制度なので、ほかのセンターとの交流促進につながると考えています。 

 次に、４１ページをご覧ください。 

 市からの受託業務のプラザまつりですが、実行委員会を組織し、当グループが事務局を

担当、更なるブラッシュアップで来場者の感動に迫ります。また、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。 

 次に、４６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、地域社会貢献を念頭に、２ペ

ージにもございます、緑区の五つのまちづくり政策をテーマに、４７ページから４９ペー

ジの各テーマごとの自主事業を展開いたします。また、京葉美装が管理・運営する施設で

ご好評につき継続事業として、毎年開催中の東京五輪、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の施設での開催、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となど、諸施設とも連携し、狭いようで広い、千葉市の

市民交流を図る事業を展開いたします。 

 最後に、表紙にも明記させていただきました、「一燈照隅万燈照国」。当プラザに集う方々

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
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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がございましたら、お願いします。 

 長根委員、お願いします。 

○長根委員  これまで、京葉美装さん単体で、申し込まれてきたことが多かったと思う

のですけど、今回、ほかの事業者と共にこの事業に申し込まれてきた理由というのは、ど

ういうところにあるのでしょうか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  ありがとうございます。 

 当社も、先ほどご説明のように、平成１８年から指定管理業務ということを担当させて

いただきまして、地元の企業として、この指定管理者コミュニティセンターの管理・運営

に携わることが、やはり企業の地域貢献活動として、望外の喜びに感じております。 

 その中で、単独ではなくて、今までも京葉美装が指定管理者として管理・運営する中に、

いろいろご相談しながら、今、座ってらっしゃる各団体にもご協力いただいていたのです

が、それをやはり当事者として、指定管理者共同事業体となることで、さらにはバックボ

ーンが、まちづくり千葉さんのほうには、何十社の地元企業も加盟されておりますし、Ｎ

ＰＯのはぁもにぃさんは、障害者団体のネットワークを持っています。そして、スワット

さんのほうは、青少年健全育成に関するすばらしいネットワークを持っていますので、そ

ろぞれの団体が今まで、協力いただいていたというレベルから、もう一歩踏み込んで、主

体者となって、変革の能動者として、この千葉市を一緒によくしていこうという形で、千

葉市まちづくり共同事業体というものを、結成させていただく予定です。地元産業の育成

ということでもございます。 

○長根委員  分かりました。 

○小野寺部会長  では、私から質問させていただきたいのですけれども、京葉美装の社

長さんからは、たくさんお話いただいているので、ほかの構成員の方にお聞きしたいので

すけれども、まずはスワットさん、これまで、こういった指定管理の実績はないというこ

とですけれども、今回、京葉美装さんと共に組んでやりますけれども、１１ページのとこ

ろに、多分、どういうことをやると書いてあるのですけれども、具体的に今後５年間、ど

ういった役割を担っていくのかということの説明と、抱負みたいなことを短くお願いでき

ますか。 

○株式会社スワット（黒川）  ありがとうございます。 

 まずは、どんなことをやっていくのかなのですけれども、国吉社長からありましたが、

今でもイベント関係、警備として携わっております。そして、自主企画、千葉市のほうの

生涯学習センター、あとはＮＰＯの放課後アフタースクール等の教育関係に携わるプログ

ラミング教育というものをやらせていただいております。そのノウハウを踏まえて、当社

としては、やはり千葉市を盛り上げていきたいなという思いがあります。 

 先ほど国吉社長からありましたが、ただ、警備だけというものではなく、この団体に入

ってやっていくことによって、より当社の活性化、また、全体の活性化になればというこ

とで、今回、参加させていただきました。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 



 

―３０― 

 続いて、今度はＮＰＯのお二方にお聞きしたいのですけれども、今後５年間、どういう

役割を担っていくのかというのと、決意などをお話いただければと思います。 

○ＮＰＯ法人はぁもにぃ（長浜）  ＮＰＯ法人はぁもにぃの長浜と申します。 

 私どもは、２００７年に法人設立以来、一貫して障害児・障害者の方たちが、地域の中

で生きやすい、そういったコミュニティをつくるということを目標に活動してまいりまし

た。 

 もともと、私ども、拠点となっているのは、緑区平山町から始まっているのですけれど

も、スタートとしては、土気小学校、特別支援学級に子どもたちを通わす母親二人が立ち

上げた法人でありまして、非常に土気あすみが丘とは、親和性が強い団体で、今も土気、

北口の駅前に就労継続支援はぁもにぃという障害者の方たちと雇用契約を結びながら働い

ていただく事業所を運営しております。 

 今現在は、鎌取コミュニティセンターさんのほうで、施設外就労という形で清掃業務の

一部と、あとは、私どもが提案させていただいて、ご一緒にやらせていただいている鎌取

コミュニティセンターのみつばちプロジェクトというところで、屋上養蜂で巣箱の管理と

いう業務を施設外就労でさせていただいております。 

 今回、土気あすみが丘プラザさんで、私どもがこの５年間で成し遂げたいと思っている

のは、まだまだ障害者の方たちがしっかり働く場所というのが、地域にはございません。

特に緑区の中で、障害者雇用を積極的に行っている企業さんというのは、本当に少ないの

が現状です。その中で、私どもは得た知識を持って、福祉的な支援をしながら、障害者の

方たちの居場所をつくるという強みを生かしまして、ぜひそのステップアップの場所とし

て、土気あすみが丘プラザさんのほうで、単なる福祉就労、障害者の方たちの就労支援の

場ということではなく、この共同事業体のほうで、直接雇用という形で、障害者の方たち

の就労支援を、この５年間でしっかりやっていきたいと、そういうふうに思っております。

ありがとうございます。 

○ＮＰＯ法人まちづくり千葉（山本）  ＮＰＯ法人まちづくり千葉でございます。 

 もともと都市型のコミュニティサポートということで、地域のイベント支援等をやって

まいりましたけれども、市からの業務請負の時期から通算すると、１０年近く、市の市民

活動センター、今現在は市民活動支援センターの指定管理をしております。約８００の団

体が登録しておりまして、環境から子育て、障害者支援、あるいは高齢者の福祉関係、そ

れから国際交流、いろいろなジャンルの団体が約８００、その団体同士の交流のお手伝い、

あるいは、最近ですと高齢化によってちょっとしぼんでしまう団体を、ジャンルの違う団

体同士をうまいこと交流していただくことで、団体活動が活発化して、それがまた、地域

の盛り上げに役立つ、そんなお手伝いをさせていただいている施設ですが、いかんせん、

中央区の真ん中にあった小さな施設です。 

 これを各地にあるコミュニティセンターの運営に関わらせていただくことで、今度はよ

り広くの団体の活動の場をご提案できますし、また、今も一部やっておりますが、自治体、

あるいは企業さんとの連携も含めて地域の活発化に、私どもの重ねてきた、ささやかです

がノウハウが、お役に立つのではないかと思いまして、今回ジョイントに参加させていた

だいております。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 
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 時間があったら、また後で社長にもお聞きしたいことがあるのですけど、ほかの委員の

皆様いかがでしょうか。 

 矢野委員、いかがでしょうか。 

○矢野委員  私は、住んでいるところがあすみが丘なので、とても興味深く話は聞かせ

ていただきました。 

 この資料をざっと読ませていただくと、今、鎌取でやられている京葉美装さんの取組み

が何か中心のような感じで、読ませていただいたのですけれども、あすみが丘のプラザの

ほうはプラザのほうで、今までの経緯もあるので、雇用のほうはなるべく、そういう方を

雇用していただくということで、運営してくださるので、継続してというのもあれかなと

思いますけれども、行事的には、新しいものをどんどんと取り入れていくということです

けど、いいものはいいものとして、例えば、３４ページのロビーの活用についてとあるの

ですけど、細かいことですけれども、その中にもロビーコンサートというものを今、やっ

ていて、音楽とか、体育館ではなくてロビーでコンサートをやって、皆さんが集って喜ん

で、歌だとか、音楽を聞いているのですけど、そういうのが少し抜けていたりだとか、そ

ういうのがあるので、細かいところは、これからもし動き出すときは、そういうところも

含めて、されていくのだと思うのですけれども、ぜひ、そういうようなつながりというの

を大切にしていただけたらありがたいなというふうに思いました。 

 あとは、はぁもにぃさんが、土気とも関係があるということで、はぁもにぃさんは鎌取

のここでも、コンタクトを取りながら、いろいろな活動を今までもされていましたけれど

も、あすみが丘でもなお一層、そういう活動をまたされていくということで、私自身とし

ては期待していますし、地域のものとか、地域の子どもたちにも、ぜひいい影響を与えて

ほしいなというふうに思いました。注文ではなくて感想ですけれども、そのようなことを

感じました。 

○小野寺部会長  田辺委員、いかがでしょうか。 

○田辺委員  指定管理業務というものの、担当分けというのですか、それぞれどのよう

に捉えていらっしゃるのか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。 

 現段階では、スワットさんとはぁもにぃさんは、特に自主事業に特化した計画体制、そ

して、まちづくり千葉さんも自主事業なのですけれども、プラザのほうに人員のほうを派

遣していただいて、そういった共同事業体と各種団体とのパイプ役としても機能していた

だくという形で考えております。 

○田辺委員  分かりました。 

○小野寺部会長  最後、私から、少し聞きづらいことですけれども、今回、京葉美装さ

んプラスで共同事業体ということで、ご提案いただいていますけれども、はぁもにぃさん

とまちづくり千葉さんが、ＮＰＯ法人ということで、もともとそんなにもうけてはいけな

い法人ですけれども、特に最近の放課後デイの単価改定とか、あるいは台風、大雨の被害、

それからここにきて新型コロナということで、非常に厳しい経営環境にいるということを

認識しています。 

 そういう状況の中で、あえて、この共同事業体として組んで、京葉美装さんが頭取って

やっていくということですけど、この先５年間という、結構長いですよね。その５年間に、
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このメンバーで必ずやっていけるのかどうかというところ、言いづらい言葉を使うと支援

する意思はあるのかと、そういったことを社長の決意をお聞かせ願えますか。 

○株式会社京葉美装（国吉）  ありがとうございます。 

 共同事業体の４団体は、今回のコミュニティセンター、プラザの管理・運営をするため

に、即席で集まったメンバーではございません。既に、２０年、３０年、地元の仲間でご

ざいます。ですから、この団体に何かがあったとしましても、当社のほうが完全にバック

アップしますし、また、そういった決意で、常に一緒に、地元の仲間ですので、そういっ

たことでは、何のご心配もなく、責任を持って５年間、全うする覚悟ですので、どうぞご

安心ください。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ほかの委員の皆様、ほかにいかがでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  では、社長の決意も聞けたので、これでヒアリングを終わりにしたい

と思います。どうもありがとうございました。 

［千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体 退室］ 

○小野寺部会長  それでは、採点のほうをお願いします。 

［採点・休憩］ 

○久我地域づくり支援室長  それでは、集計結果をご報告します。 

 お手元のほうにお配りしました集計表をご覧ください。 

 千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体ですが、得点は１１３．２５点でご

ざいます。 

 以上です。 

○小野寺部会長  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、千葉市土気あすみが丘プラザの指定

管理予定候補者とすべき者は、「募集要項」及び「管理運営の基準」等を満たしているもの

と認められたことから、千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体とすることで

よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  次に、選定理由として、千葉市コミュニティセンターまちづくり共同

事業体の提案内容において、優れている点や工夫が見られる点、千葉市コミュニティセン

ターまちづくり共同事業体に対する意見など、具体的なご意見をお願いしたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

 長根委員、お願いします。 

○長根委員  やはり、市内業者の育成といった点、あるいは、市内産業の振興という点

には、かなり熱意を持って臨まれるということを非常に感じました。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ではあと、私のほうから言いますと、京葉美装さんは経験が豊富なので、市が望むとこ

ろ、市の計画とか、あるいは市民のニーズというのを十分に配慮した、よい提案だったか

なと思います。 

 それから、長根委員がおっしゃったように、地元の法人と、今回、共同提案ということ
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で、自主事業について、より効果的な実施ができるのではないかという期待ができたとい

うところが評価できると思います。 

 一方で、お願いしたいことがありまして、コストの更なる削減ですね。基準金額に近い

金額で提案されてきましたので、できれば、よりコストの削減をお願いしたいということ。 

 それから、障害者雇用の一部基準を満たしていないようですので、こちらのほうは必ず

満たすようにしていただきたいということ。 

 それから、最後に、今回、共同事業体ということなので、代表の京葉美装さんですけれ

ども、他の共同事業者が５年間、しっかり事業を継続できるような支援体制を敷いていた

だきたいなということ。これをお願いしたいと思いました。 

 ほかに。田辺委員、どうぞ。 

○田辺委員  私も２人と大体同じなのですけれども、やはり一番着目したのは、自主事

業の部分でありまして、京葉美装さんが鎌取でずっとなさっていましたけれども、多分、

そこでの経験を生かして、共同体を組んで３者をお入れになって、その方々の実績という

のは、結構あるということが分かりましたので、そこへの期待を込めて採点をさせていた

だきました。 

○小野寺部会長  矢野委員、いかがでしょうか。 

○矢野委員  私も、お二人がおっしゃったように、部会長さんが、経営は少し心配なと

ころもあるけれども、ということでおっしゃったときに、京葉美装さんが、今までの経緯

もありながら、絶対に自分のところが責任を持ちながらやっていくのだというふうに、力

強くおっしゃってくださったのがとても心強いなというふうに思いました。 

 それから、先ほども言いましたけれども、鎌取でやってきたことの、大体の有りようが

今回の資料には出ているわけですけれども、今までの継続性というのも大切にしながら、

やっていっていただけたら、私は地元ですので、そういう理念からすると、ありがたいな

というふうに思いました。 

 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、選定理由として皆様の意見や「採点表」を確認しますと、千葉市コミュニテ

ィセンターまちづくり共同事業体は、「募集要項」、「管理運営の基準」を満たしていると認

められる。特に、地元団体との協働を生かした自主事業の効果的な実施において、工夫が

見られた。また、市内産業に配慮した提案内容であったというところが優れていたと思わ

れます。 

 あと、お願いしたいところとしては、更なるコストの削減、あるいは障害者雇用の法定

の基準の達成などをお願いしたいなという意見がありました。 

 これらを踏まえて、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をい

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、千葉市土気あすみが丘プラザの指定管理予定候補者とすべき者を千葉市コミ

ュニティセンターまちづくり共同事業体といたします。 

 千葉市土気あすみが丘プラザの審査は以上となります。 
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 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します。 

○久我地域づくり支援室長  今後の予定について、ご説明をいたします。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提出

をいただきまして、その後、会長から市長宛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いた

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、議決をいただきます。その後、「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が開始となります。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ただいまの事務局からの説明について、何かご質問、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、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。 

○久我地域づくり支援室長  議事録についてご説明をいたします。 

 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。 

 また、手書きの「採点表」につきましては、会議資料として保存させていただきますの

で、お持ち帰りにならないようにお願いいたします。  

 また、最後に、鎌取コミュニティセンター及び土気あすみが丘プラザの形式的要件審査

の結果報告において、先ほどご説明しましたとおり、応募資格コ、暴力団密接関係者では

ないこと、こちらの項目については現在、警察へ照会中でございます。 

 したがいまして、指定管理予定候補者の選定までの期間に失格となる事項に該当するこ

とになった場合は、予定候補者に選定しないこと。 

 また、仮協定締結までの期間に失格となる事項に該当することとなった場合は、仮協定

を締結しないこと。 

 さらに、仮協定の締結後に失格となる事項に該当することとなった場合は、指定管理者

の指定は行わないこと。 

 以上のことをご了承願います。 

 万が一、鎌取コミュニティセンターの指定管理予定候補者第１順位の者が、失格となっ

た場合には、第２順位の者が指定管理予定候補者になります。 

 あすみが丘プラザの指定管理予定候補者第１順位の者が、万が一、失格になった場合に

は、改めて非公募にて予定候補者の選定をしますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ただいまの事務局からの説明について、何かご質問、ご意見はござい

ますでしょうか。 



 

―３５― 

（なし） 

○小野寺部会長  最後に、全体を通して、委員の皆様からほかにご質問、ご意見等ござ

いますでしょうか。 

○矢野委員  今日、ここで知り得たことについては、これは、口外しないというのは、

来年の４月の運営開始までということですか。 

○久我地域づくり支援室長  議会のほうで、議案に上がりますので、そのタイミングで

は大丈夫です。 

○矢野委員  そうなのですね。１１月下旬ぐらい。 

○久我地域づくり支援室長  そうですね。１１月の下旬です。２８日ぐらいから始まる

予定です。そうなりますと、議案のほうにも載ってきますので。そこまで。 

○矢野委員  ではそこまで。分かりました。 

○小野寺部会長  ほかは、よろしいでしょうか。 

（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  長い時間にわたりまして、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回緑区役所

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。 


