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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回美浜区役所部会議事録 

 

１ 日時：令和２年１０月２３日（金）１３：００～１５：３０ 

 

２ 場所：美浜区役所３階 ３－２会議室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

長根 裕美委員（部会長）、横山 清亮委員（副部会長）、印南 耕次委員、 

鶴岡 国良委員、三山 勝江委員 

（２）事務局 

   曽我辺美浜区長、西地域づくり支援室長、濱田主査、木村主事 

 

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）千葉市美浜区高洲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  

（３）第４回美浜区役所部会について  

 

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）千葉市美浜区高洲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  

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「千葉市コミュニテ

ィセンターまちづくり共同事業体」、第３順位を「株式会社塚原緑地研究所」として選

定することを決定した。 

（３）第４回美浜区役所部会について  

第４回美浜区役所部会のスケジュールについて、事務局から説明した。  

 

６ 会議経過： 

○西地域づくり支援室長  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

きありがとうございます。 

 定刻より早い時間ではございますが、皆様おそろいになりましたので、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回美浜区役所部会を開会いたしま

す。 
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 私は、本日の司会を務めさせていただきます、美浜区地域振興課地域づくり支援室長の

西でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 まず、本日の会議でございますが、すべての委員の皆様が出席されておりますので、「千

葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例」第１１条第７項において準用する

第１０条第２項に基づき会議は成立をいたしております。 

 次に、本日の会議は、お手元の黄緑色のファイルの参考資料２にもございますが、「千葉

市市民局指定管理者選定評価委員会の会議の公開及び議事録の作成等について（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

当しますので、すべて非公開といたします。 

 本日の会議では、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

と扉の開放をしております。それに加えまして、出入口に消毒液を設置しております。皆

様におかれましては、マスクの着用及び手指消毒にご協力くださいますようよろしくお願

いいたします。 

また、職員もマスクを着用しております。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。 

 続きまして、委員の皆様のご紹介でございますが、前回の部会から変更はございません

ので、大変恐れ入りますが、お手元の黄緑色のファイルの資料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美浜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、事務局職員についてでございますが、こちらもお手元の黄緑色のファイル

の「席次表」をもちまして、紹介に代えさせていただきます。 

それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 まず、机上の中央にございますＡ３の用紙が、高洲コミュニティセンターの「採点表」

でございます。 

次に、右側の２冊のファイルでございますが、黄緑色のファイルは、「進行表」や「名

簿」、「席次表」、「選定基準」等の各種資料、青色のファイルは、各申請者からの「指定申

請書類」でございます。 

次に、左側の３冊のファイルが、高洲コミュニティセンターに関する各申請者の「提案

書」でございます。 

黄緑色のファイルの「会議資料一覧」に、今申し上げましたすべての資料を記載してお

りますので、ご確認いただきまして不足等がございましたら、お申しつけいただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

 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、進行を長根部会長にお願いしたいと存じます。 

長根部会長、よろしくお願いいたします。 

○長根部会長  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
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流れについて、説明をお願いします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、ご説明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。 

黄緑色のファイルの資料３－２「形式的要件審査（第１次審査）結果」をご覧ください。 

高洲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 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「－」で記載してあります。また、

失格事由については、該当がなければ「該当なし」の記載をしております。 

審査結果については、後ほど事務局から説明いたしますが、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、審議方法でございますが、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「第３回美浜区役所部会進行表」をご覧くだ

さい。 

「進行表」の「（２）千葉市美浜区高洲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、お手元のＡ３用紙の「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、申請者のヒアリングを行います。 

ヒアリングの時間は、発表時間１０分間、質疑応答２０分間の合計３０分間でございま

す。 

ヒアリング進行の流れとしましては、はじめに、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、発表をしていただきます。 
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進行の参考として、終了３分前に一度ベルを鳴らし、１０分を経過した際に終了のベル

を鳴らします。 

その後、２０分間の質疑応答を行っていただきますので、申請者へのご質問がある場合

は、この時間にご発言をお願いいたします。なお、ヒアリングと同様、終了３分前と終了

時にベルを鳴らします。申請者間の公平性の観点から、ヒアリングの時間は１者につき３

０分間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。 

質疑応答を終了し、申請者の退室後、約５分程度、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ます。 

その後、次の申請者も同様に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

採点も再度ご確認いただき、「採点表」の確定をお願いいたします。 

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、申請者の順位を決定し、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。 

説明は以上でございます。 

○長根部会長  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、何かご質問はございますか。 

（なし） 

○長根部会長  それでは、議題２「千葉市美浜区高洲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、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、公募についてでございますが、７月２７日に、市のホームページに募集要項等を

掲載し、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、黄緑色のファイルの資料３－１「申請者一覧」のとおり、「株式会社千葉マリンスタジ

アム」、「株式会社塚原緑地研究所」、「千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体」

の三つの法人等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。 

 「千葉市美浜区高洲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
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結果について、ご報告させていただきます。 

審査項目の内容については、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いたしました。 

 事前にお配りした資料では、応募資格のコの項目が市民総務課にて調査中と記載してお

りましたが、調査の結果、応募資格を満たしていることが確認できましたので、「○」の表

記に変更しています。 

 説明は以上でございます。 

○長根部会長  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か。 

（なし） 

○長根部会長  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。 

 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、ご報告をさせていただきます。 

 お手元のＡ３用紙「採点表」の「株式会社千葉マリンスタジアム」の欄をご覧ください。 

 大項目２の「（１）同種の施設の管理実績」について、管理実績があるため、５点と採点

いたしました。 

 次に、大項目５の「（２）管理経費（指定管理料）」でございますが、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１０％であったことから加算点を１０点、

基礎点を１５点とし、合計で２５点と採点いたしました。 

次に、大項目６の「（１）市内産業の振興」でございますが、千葉マリンスタジアムは

市内団体であることから、３点と採点いたしました。 

 次に、大項目６の「（３）市内雇用への配慮」でございますが、施設従事者の市内在住率

が９２．３％で、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、大項目６の「（４）障害者雇用の確保」でございますが、法定雇用率達成状況

については、未達成であるため０点でございますが、施設において、障害者を新たに１人

以上雇用する予定であったことから、１点と採点いたしました。  

 説明は以上でございます。 

○長根部会長  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か。 

（なし） 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 続きまして、「採点表」の２の「（２）団体の経営及び財務状況」について、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。 

（※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。） 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 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。 

 入室をお願いします。 

［株式会社千葉マリンスタジアム 入室］ 
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○長根部会長  どうぞ、おかけになってください。 

 これからヒアリングを行います。１０分間で、本日の出席者の紹介と提案内容を、簡潔

にご説明をお願いします。終了３分前と１０分経過の際に、ベルを鳴らします。ご説明が

終わりましたら、２０分間の質疑応答を行いますので、お答えいただきますようお願いし

ます。 

 それでは、ご説明よろしくお願いします。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（中村）  株式会社千葉マリンスタジアムでございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私からは、本日出席しております職員を紹介申し上げます。 

 私は、代表取締役社長を務めております中村でございます。よろしくお願いいたします。 

 私の右隣、文化事業部長の浅川でございます。 

 私の左隣、総務部長の永井でございます。 

 一番右端でございますが、高洲コミュニティセンター所長の伊原でございます。 

 それから、一番左端でございますが、真砂コミュニティセンター所長の菅本でございま

す。 

 以上５名でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、文化事業部長の浅川から説明をさせますので、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（浅川）  浅川でございます。 

 最初に、申し訳ございませんが、「提案書」の訂正がございまして、３１ページをお願い

いたします。下段の「９ 補助サービス」となっておりますが、「１０ 補助サービス」へ

訂正をお願いいたします。 

 それでは、説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、１ページ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、指定管理者として、公の施設の管理運営に

当たり、３の図にありますとおり、公共性、公益性の確保という大きな責任を有すること

を常に意識し、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を基に、

適正な管理運営を行います。 

 ２ページをお願いいたします。 

 「６ 地域との連携強化等」については、地域の方々とのつながりが重要な施設であり

ますので、地域の方と利用者で構成している事業委員会の活動を通じて、地域の方々との

連携を更に密にし、絆を深めてまいります。 

 また、今後も、高洲、真砂の両施設の管理運営を行うことにより、強固な連携を図るこ

とが可能となります。統一された管理運営を行ってまいります。 

 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１４名の体制で管

理を行いますが、清掃や施設管理、設備機器管理等の業務につきましては、専門知識を有

する業者に委託します。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 当施設は、美浜図書館、稲毛海岸子どもルーム、高洲・子育てリラックス館、美浜いき

いきプラザ分室などの複合施設の形態となっており、各施設を別々の団体がそれぞれ管理
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しております。現在は、当社がリーダーとなりまして、複合施設の連絡会を開催し、意見

交換などを実施し、施設間の意思疎通を図っております。今後も、連絡会の開催はもとよ

り、日頃から連絡を密にすることにより、更に連携を強化いたします。 

 次に、１８ページをお願いいたします。 

 環境衛生の管理についての内容と方法についてでございますが、「１ 新型コロナ感染症

対策」として、新たに（１）から（６）までの対策を講じます。 

 次に、飛びまして、２９ページをお願いいたします。 

 「（３）施設利用への支援計画」として、１から３１ページの１０までの利用者の立場に

立った支援を行ってまいります。新たな支援ですが、３１ページの「９ 利用者への新た

なサービスの向上」として、「（１）熱中症対策」で、小まめな水分補給などの利用者への

声かけなど、「（２）感染症対策としての消毒の強化」、「（３）災害時の対応」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、

２から、３４ページの５までの具体策を実施いたします。 

 続きまして、３５ページをお願いいたします。 

 「（５）利用者等の意見聴取、自己モニタリングの考え方」についてですが、新たに１の

「（３）未利用者アンケート」を自治会などを通じて実施するなど、様々な意見を募るとと

もに、認知度の向上と利用促進につなげてまいります。 

 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、稼働率の令和３年度の目標値は平成

３０年度の実績を基に設定いたしました。市設定の最終目標値を３年目に達成するように

設定しております。 

 次に、数値目標を達成するための具体的な方策については、「１ 基本的な考え方」を踏

まえ、４２ページの「（２）料理実習室及び夜間の稼働率向上」や、「（３）自主事業の積極

的な開催」により、目標達成を目指します。 

 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、地域住民のニーズを

反映した、地域に密着した事業を、当社が組織する事業委員会や社会福祉協議会、地域団

体、市民団体、本施設活動サークルなどと連携、協同し、開催いたします。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 下段の自主事業の実施計画については、文化事業ですが、「２ 高洲５・５まつり」は、

市民団体浜友の会と協働でこどもの日に開催し、４５ページの「６ クリスマスコンサー

ト」は、音楽サークルとの協力で開催します。これらは、地域の方々の恒例の行事となっ

て定着しております。 

 次に、体育事業でございますが、高齢者を含めた区民の健康増進を目的とし、１２事業

を開催いたします。 

 次に、４６ページをお願いします。 

 学習啓発事業では、新たに、「５ 減塩料理教室の開催」、「１０ 認知症講座」などを実
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施いたします。 

 次に、４７ページをお願いします。 

 「（１）収入支出見積りの妥当性」の収入見込みですが、「１ 利用料金収入」は稼働率

の伸びに合わせ、算定しております。 

 また、４８ページから４９ページは、自主事業の内容でございます。 

 次に、５０ページをお願いいたします。支出見込みでございますが、初年度の管理、運

営経費については、５０ページから５２ページのとおりでございます。また、５年間の管

理、運営経費は、５２ページの表でございます。 

 次に、５５ページをお願いいたします。 

 障害者の雇用についてですが、現在、１名雇用しており、引き続き雇用してまいります。 

 最後に、令和３年４月から新予約システムの導入が予定されておりますが、当社は、前

回の新予約システムの切替えを経験しており、この対応に関しては、利用者にご迷惑がか

からないよう、スムーズに移行したいと考えております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○長根部会長  ありがとうございました。 

続いて、２０分間の質疑応答を行います。終了３分前と２０分経過の際に、ベルを鳴ら

します。 

 それでは、委員の皆様からご質問がございますでしょうか。 

 それでは、横山委員、お願いします。 

○横山委員  御社は、現管理者ということで、施設の状況を一番ご存じだと存じますけ

れども、当期、管理されている関係で課題となるようなこと、さらに、次期に選定された

場合に、その課題に対してどのような対策を講じるのかということを教えていただきたい

と思います。抽象的な話かもしれませんけれども、一番施設をご存じだと思いますので、

教えてください。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（浅川）  課題ということではないかもしれないです

けれども、高洲コミュニティセンターは、やはり地域の方との連携が他のコミュニティセ

ンターより、より強いと思っていますので、そこを更に、先ほども言いましたけれども、

絆を強めていきたいと思っております。 

 あと、高洲コミュニティセンターは高齢者の方が多いのですけれども、最近は、近くに

マンションが１棟、２棟建っておりまして、新しい方も増えております。その方々で、ま

だ高洲コミュニティセンターをご存じない方がいらっしゃいますので、そういった方々へ

の周知、その辺りを考えていきたいと思っております。 

 数年来、問題になっております、周りにマンションが多いものでございますから、祭り

等のときに太鼓、その辺りの騒音の問題が数年あったのですけれども、地域の方にこうい

う祭りがありますよという周知をさせていただいて、多少は減ってきてはいるのですけれ

ども、まだ少し、騒音の問題があります。新しいマンションの方なども今後は、そういう

ところで周知していきたいと思っております。 

○横山委員  御社は、平成１８年４月でしょうか、指定管理者として務めていただいて、

一方で、堅実かつ安定した管理をされているということで、当部会でも評価しているとこ

ろではあるのですけれども、他方で、１０数年やっていると、失礼でございますけれども、
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マンネリ化してきているというか、そろそろ変化が欲しいというふうに、ユーザーのほう

も考える可能性があろうかと存じます。そういうニーズに対して、どのようにお応えされ

るおつもりでしょうか。 

 実際、ほかの指定管理予定候補者は、そういう点を指摘して、新しい事業をＰＲなさる

方もいらっしゃいますので、また次期もやるのだぞという意気込みも含めて、そういう批

判に対してはどのようにお答えされるのか、教えてください。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（浅川）  私どもは平成１８年度から今年を含めて 

１５年間、高洲コミュニティセンター、当初は、高洲と真砂で同じだったのですけれども、

前回から分かれて、高洲コミュニティセンターのほうを管理させていただいておりますが、

先ほどと同じような形になってしまいますけれども、安定した管理運営をするのと、マン

ネリ化をどう対応していくかということなのですけれども、ここは地域の方々と、マンネ

リ化と思われてしまうかもしれませんけれども、地域の方々との連携を取りつつ、より高

洲コミュニティセンターが地域のランドマークとなるように頑張っていきたいと思ってい

るのですけれども。 

あとは、新しい事業に関しましては、高洲コミュニティセンターは、「提案書」のほう

は、前回とあまり変わっていないと思われるかもしれませんけれども、ほかのコミュニテ

ィセンターでやられているもので高洲コミュニティセンターに合ったものを、今後はこち

らのほうに移動してきて、やっていきたいと思っております。 

 あまり答えにならなくて申し訳ありませんけれども。 

○横山委員  もう１点、よろしいですか。 

 現在、高洲と真砂の両施設を管理なさっていますが、次期も仮に両施設の指定管理者と

なった場合、連携を深めていくというアイデアはありますか。それぞれがそれぞれに、別々

でやっているような感じもあって、例えば、これは失礼な言い方かもしれませんが、高洲

は高洲で選定して、真砂は別の管理者を選定しても、あまり変わらないではないかという。 

連携してやるからこそ、相乗効果があろうかと思いますので、そうしたところで何かア

ピールできることがあれば教えていただきたいです。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（浅川）  これも過去というか、今年の話になってし

まうのですけれども、このコロナ禍の中で、高洲と真砂が連携して休館の対応、自主事業

の対応をさせていただいておりまして、同じ区内ですので、利用される方もかぶっている

サークルさんもいらっしゃいますので、そこは同じ回答ができるように、コロナ禍のとき

に対応させていただいております。 

 ですから、高洲と真砂とで、どちらにしても同じように、私どもが管理させていただく

ならば、管理運営は同じ考えで、同じ方向性をもって、今まで以上にサービス向上につな

げて、公平公正な管理運営ができるようになると思っております。 

○横山委員  ありがとうございます。 

○長根部会長  ほかに質問はございますか。 

○印南委員  先ほどのことと関連するのですけれども、４３ページの中央付近、線を引

いてある箇所に、当社が組織する事業委員会や社会福祉協議会、地域団体とありますが、

具体的にどのように連携や提携をしているのですか。定期的にしているのか、そういうと

ころもお聞かせください。 
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○株式会社千葉マリンスタジアム（浅川）  まずは、４４ページのほうの事業の内容を

見ていただければと思うのですが、文化事業の名画上映会に関しては、地域の方のボラン

ティアの方と協働で映画の上映会を開催させていただいております。 

 次の２番の５・５まつりでございますが、こちらも、市民団体である浜友の会さんと協

働でやらせていただいております。 

 また、４の夏休みお楽しみ映画会や、春の子どもまつり、クリスマスコンサートもそう

なのですけれども、私どもで組織している事業委員会さんと協働でやっております。クリ

スマスコンサートなどは、私どもの施設を利用されているサークルさんに協力をいただい

て、クリスマスにちなんだ曲の演奏会ということでやっております。 

 ですから、文化事業はほとんど、地域のボランティアの方、市民団体の方、当施設の利

用サークルさんのご協力をいただいて、開催をさせていただいているというところになり

ます。 

 また、体育事業に関しましては、これはインストラクターの先生方をお呼びして開催し

ておりますので、４６ページなのですが、こちらの９番、護身術の教室、こちらは少林寺

拳法、これは、うちで活動していただいているサークルさんの方にご協力をいただいて、

少林寺拳法の護身術をやらせていただいています。 

 １０番の認知症講座なのですけれども、こちらも、社会福祉協議会さんと協働で開催さ

せていただいている形を採っております。 

○印南委員  ありがとうございます。 

○長根部会長  ほかにございますか。 

○長根委員  横山委員と関連する質問なのですが、先ほど、コミュニティセンターを地

域でどのような場にしたいかと言ったときに、絆を強めるとか、連携を強めるというよう

なお話があったかと思うのですけれども、長く管理をしていらっしゃって、確かにそうい

う絆とか、連携を強める有意性はあるのですけれども、逆に言うと、それはなれ合いにな

ってしまうのではないかと。要は、旧住民の方、ずっと利用していた方々は、勝手知った

るで利用しやすいかもしれないのですけれども、最近、新しいマンションが建ったりして、

新しく住民が流入してきています。旧住民と新住民の対立というわけではないのですが、

どうしても旧住民の方々が常連さんとして使っていると、新住民の方々はなかなか入って

いきづらかったり、使いづらくなるのではないかなという気もするのです。 

 要は、施設の方々と顔見知りでしょうから、そこに入っていくと、疎外感を感じるとい

うこともあるのではないかと思うのです。これはどこでも起こり得る問題で、そういった

場合に、新住民の方と旧住民の方をどうつなぐかとか、あるいは公平に扱えるとしたらど

のように扱っていくかということに関して、お考えをお聞かせください。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（浅川）  まず、旧住民の方と新住民の方なのですけ

れども、例えばの例でいいますと、新住民の方は、高洲コミュニティセンターがどういう

ことをやっているのかが分からないものですから、この地域の商業施設等にポスターやチ

ラシを貼らせていただいて、その辺りのＰＲをやっております。 

 あとは、新住民の方が高洲コミュニティセンターにお越しになることもありますので、

そのときに、私どもはこういうことをやっています。新住民の方が、例えば習い事ではな

いのですけれども、英語を習いたいという場合は、こういうサークルさんもやっています
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のでどうですかという形でご紹介などをさせていただいておりますので、今のところでは

ございますけれども、新住民の方と昔からの方とのへだたりというか、そういうものは、

今のところ生じてはございません。 

 ただ、今後、委員の言うとおり、そういうことがあるかもしれませんので、その辺りは

こちらのほうから説明をして、うまくなじんでいただけるようにしていきたいと思います。 

 ただ、昔からやられている方は、この地元の方の気質か分かりませんけれども、新しい

方もすぐに取り込んで一緒にやっていただけるので、逆にこちらも助かっているという状

況ではあります。 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 ほかに、質問はございますか。 

（なし） 

○長根部会長  これ以上質問がないようですが、まだ時間が少しございますので、最後

に、ＰＲするべきところがありましたら、言っていただいて、終わりにさせていただきた

いと思います。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（中村）  ありがとうございました。 

 私どもは、千葉マリンスタジアムという名前にはなっておりますけれども、運動施設を

はじめ、こういった公の施設を３０年以上にわたって管理してきた実績があります。それ

を踏まえて、また新たに、こういう形で指定管理者に応募させていただいたわけでござい

ます。 

特にこれから我々が気をつけなければいけないというふうに思っておりますのは、先ほ

どのお話にありました、マンネリ化をしないことでございます。それから、新しい取組み

とか技術、そういったものは、どんどん貪欲に活用していこうというふうに思っておりま

す。 

 今年の「提案書」の中に明記はしていないのですけれども、１ページ目の一番下から２

行目に、新しい技術が導入したらそれを使いますということを書いてあるのですけれど、

実は、私どもは今、指定管理者をやっておりますフクダ電子アリーナで、ドローンを使っ

た老朽化診断とか、そういった形での取組みをしておりまして、高洲コミュニティセンタ

ー、真砂に関してはもう手が入っておりますけれども、予防保全型の修繕という形を取る

上でも、老朽化診断というのは必ずやらねばいけない。人間の目では届かないところ、そ

ういったところをドローンなどを活用して、診断をしていきたい。そして、施設価値の向

上につなげていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ、よろしくお願いいたしま

す。 

○長根部会長  それでは、皆様、ありがとうございました。 

 どうぞ、ご退室なさってください。 

［株式会社千葉マリンスタジアム 退室］ 

○長根部会長  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。５分程度でお願いいたします。 

［採点］ 

○長根部会長  それでは、次に、「株式会社塚原緑地研究所」について審査を行います。 

 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。 
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○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。 

 お手元の「採点表」の「株式会社塚原緑地研究所」の欄をご覧ください。 

 まず、大項目２の「（１）同種の施設の管理実績」ですが、公の施設の管理実績ありであ

ったことから３点と採点いたしました。 

 次に、大項目５の「（２）管理経費（指定管理料）」でございますが、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１．５％であったことから加算点を２

点、基礎点を１５点とし、合計で１７点と採点いたしました。 

 次に、大項目６の「（１）市内産業の振興」でございますが、塚原緑地研究所は市内団体

であることから、３点と採点いたしました。 

 次に、大項目６の「（３）市内雇用への配慮」でございますが、 

 施設従事者の市内在住率が８７．５％で、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、大項目６の「（４）障害者雇用の確保」でございますが、法定雇用率を達成して

いますので１点、また、施設において障害者を新たに１人以上雇用する予定であることか

ら１点、合計で２点と採点いたしました。 

 説明は以上でございます。 

○長根部会長  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。 

○横山委員  採点そのものではないのですけれども、教えていただきたいのですが、一

番上の３点を入れた項目について、この業者は公の施設の管理に関して、千葉市でいえば

代表的なものとして昭和の森の管理をされているようなのですけれども、昭和の森で何を

されておられるのですか。 

分からなければ結構ですけれども、植栽の刈込みとか、そういうことをやっているので

しょうか。少なくともコミュニティ施設ではないと思いますので、何か人を扱うというの

は少し異質な実績かなと思ってはおりますけれども、一体何をされているのかよく分から

ないので、イメージをつかむために、もしご存じであれば。 

○印南委員  私は別の選定委員もしておりまして、実際に選んだところです。 

 昭和の森公園へ行きましたが、自然林みたいなところがありまして、その下の草を取っ

たり、間引きをしたり、あとは池の清掃とか、そういうのが中心のようでございます。 

○横山委員  植栽、管理、清掃、あとは駐車場などがあろうと思いますけれども、そこ

の警備業務みたいなものが主という、そういうことでしょうか。 

○印南委員  はい。 

○横山委員  分かりました。ありがとうございます。 

○長根部会長  ほかに何かございますか。 

（なし） 

○長根部会長  続きまして、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、印南委員より、計算書類等を基にご説明いただきたいと存じます。 

（※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。） 
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○長根部会長  それでは、これから「株式会社塚原緑地研究所」のヒアリングを行いま

す。 

 入室させてください。 

［株式会社塚原緑地研究所 入室］ 

○長根部会長  どうぞ、おかけになってください。 

それでは、これからヒアリングを行います。 

 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。終了３分前

と１０分経過の際に、ベルを鳴らします。ご説明が終わりましたら、２０分間の質疑応答

を行いますので、お答えいただきますようお願いします。それでは、ご説明よろしくお願

いします。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  こんにちは。私どもは、株式会社塚原緑地研究所

と申します。 

 私は、代表の塚原と申します。 

 こちらが、松島でございます。 

 北野でございます。 

 森と橋本でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 では、まず、当社について説明をさせていただきますと、当社は高洲にあります高洲コ

ミュニティセンターの目の前のビルにありまして、歩いて１分とかかりません。 

 当社は名前のとおり緑を専門とする会社でございますが、今では公共施設の管理運営を

主とする会社となっております。 

 管理運営する公共施設は六つの県で、３４でございます。千葉市内では、千葉ポートタ

ワー、ポートパーク、昭和の森、千葉市ふるさと農園、亥鼻公園集会所を管理運営してお

ります。ビルのメンテナンスから、イベントや体験教室や講座の企画、開催、飲食や販売

など、幅広い事業を行っております。千葉市内に幅広いネットワークを持っておりまして、

支援を受けられる体制が整っております。 

  この施設を利用する方は、高洲、高浜、稲毛海岸の辺りに住んでいる方々です。高齢

化が進んでおります。男性の多くは勤労者で、東京などの職場に通っていた方々です。仕

事に熱心だったため、地域につながりが少ないと家に引き籠りがちになります。また、ひ

とり住まいの高齢者には、孤独死のおそれがあります。 

 一方、新たな住宅が建てられております。若い世代が移り住んできます。子どもたちの

元気な声が聞こえてきます。様々な出身地区からやってきた人たちが、このまちで縁あっ

て共に暮らし、子どもを育て上げ、やがてこの地で人生を終わります。 

 人は、一人で生きていくことはできません。人のつながりが重要です。コミュニティセ

ンターは地域社会の絆となる重要な公共施設でございます。 

 私たちは、千葉市に代わって、本施設の管理運営を行うに当たって、四つの考えがあり

ます。 

 一つ目は、古いまちとか田舎には寺や神社があります。お正月にはお祭り、七五三など、

何かにつけまして人が集まります。寺や神社は、地域社会に深く根づいております。西洋

のまちを訪れますと、まちがある原理によってつくられていることに気が付きます。まず、
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教会をつくります。教会はまちで最も高い建物でございます。教会より高い建物はつくれ

ません。日曜日には教会にやってきてお祈りをします。結婚式やお葬式も営まれます。教

会の前に広場をつくります。広場は人々が集い、交流の場となりました。オープンカフェ

は青空市場ができます。このように、西洋のまちは教会を中心にして成り立っております。 

 美浜区のまちには、寺や神社はありません。西洋のまちのような核となる構造はありま

せん。地域社会には人々の心のよりどころとなる施設が必要であります。この施設を地域

社会にとって、心のよりどころとなる場所にしたいと考えております。 

二つ目は、人々が出会い、触れ合うことをいたします。地域には様々な人が暮らしてお

ります。家族や職場の上でなく、趣味やレクリエーションを通して人と出会うことができ

ます。人と出会い、交流することによって人の輪が広がっていきます。１人ぼっちではな

い広い世界へといざなわれます。 

三つ目は、心を豊かにする場にします。仕事だけの人生は味気ないものです。長寿社会

となって、人々には自由な時間があります。趣味や学び、体験で、豊かな余暇を過ごして

いただきます。文化やスポーツ、レクリエーションなどの機会を提供いたします。 

四つ目が、地域と共に運営される施設といたします。私たちは、市民活動を行ってまい

りました。当社が管理している公園におきまして、市民の方々と共に公園を育てる会を設

立いたしまして、市民参加による管理運営を行ってきました。まちの中に貴重な緑が残っ

ています。しかし、放置されて、荒れております。私たちは市民に呼びかけて、緑の仕組

みや緑を守る技術を学んでいただいて、緑のボランティアを育成しております。ボランテ

ィアを組織して、緑を守る活動を続けております。 

 当社が管理運営する公共施設では、参加と協働による管理運営が行われております。千

葉ポートパークの清掃ボランティアの方々、花植え隊の方々、亥鼻公園の亥鼻クラブなど

のボランティアの皆さんに支えられております。利用者や地域の方々が参加する管理運営

懇談会を設けております。意見の交換やイベント開催などを行っております。本施設の運

営におきましても、利用者、地域の方々、専門家などに参加していただきまして、参加と

協働による管理運営を行っていきたいと考えております。 

 私たちは、様々な公共施設の管理運営を通しまして、多くのことを学んでまいりました。

蓄積してきた経営ノウハウを活用して、本施設の利用促進に取り組んでまいります。 

 美浜区の地元の企業として、美浜区民にとって重要な施設の管理運営を行って、区民の

皆様や美浜区に貢献してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○長根部会長  ありがとうございました。 

続いて、２０分間の質疑応答を行います。終了３分前と２０分経過の際にベルを鳴らし

ます。 

それでは、委員の皆様からご質問がありましたら、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。） 

○長根部会長  ほかにございますか。 

○横山委員  話を変えまして、管理の話をさせていただきたいのですけれども、いただ

いている「提案書」の３ページ及び４ページです。管理実績を拝見しますと、屋外施設に
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ついては非常に華々しい実績がおありのようですけれども、今回の、いわゆるコミュニテ

ィ施設、不特定の人が来集して、その施設を利用するような、そういう施設についての実

績というのはいかがでしょうか。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  現在、３４の施設を運営しておりまして、この中

には今回のようなコミュニティ施設はありません。しかし、私どもは、いろいろな施設で

コミュニティ活動を行っております。例えば、亥鼻公園の集会所では市民の方々に来てい

ただいて、集まりとか、文化講座とか、あるいは、千葉市ふるさと農園では諸室がありま

すから、そこでいろいろな活動をしていただく。あるいは、料理教室がありますので。こ

ういうコミュニティ施設というものはありませんけれども、コミュニティ系の方々に利用

していただく、そういった施設は十分に実績がございます。 

○横山委員  ４ページで書かれている施設の延長として、今回も運営していきたいと、

そういう理解でよろしいのですか。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  そういったところの実績、ノウハウを使って運営

したいと、十分に私どもはできる力があると考えております。 

○横山委員  分かりました。 

 逆に、公園施設とコミュニティ施設との違いというものもあろうかと思うのですけれど

も、その辺りはどのように分析されていますか。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  私どもは、基本的に公共施設は、地域のためにあ

るものだと思っておりますから、公園であり、観光施設であり、地域の方々に来ていただ

くということは同じだと思っております。 

 ただ、コミュニティ施設は、コミュニティの方々のために特化しておりますから、そこ

が違うことかと思いまして、私自身はあまり違和感は持っておりません。今までの私ども

の公共施設の活動の中の延長にあると考えております。 

○横山委員  分かりました。 

 ２４ページの下段ですが、災害対策ということで、最近ですと台風などの影響もありま

すので、施設に人を受け入れなければならないような状況があろうかと思うのですけれど

も、これまでの管理実績の中で、被災して施設にやってきた人などを受け入れた実績とい

うのはあるのでしょうか。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  私どもは、幸いなことに、いろいろな公共施設が

ありまして、避難所に指定されているところをお引き受けしていますけれども、今までの

ところではございません。 

○横山委員  ご経験はないということでございますね。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  はい。 

○横山委員  実際、最近はやはり、受け入れなければいけない状況というのが出てきて

いて、公園だと、地震の場合に避難場所に指定されているかもしれませんけれども、台風

などですと、それこそ電車が止まってしまったとか、家が浸水したということで、状況が

また違ってくると思うのです。ですから、それに対する十分な対応策を考えておかなけれ

ばいけないと思うのです。その辺りはどういうお考えをお持ちなのか、もう少し教えてい

ただきたいのです。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  私どもは、公園だけではなく、旅館や宿泊施設も
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しておりまして、あとは温泉もありますので、そういう人たちをお引き受けして、そこで

過ごしていただくということは十分なノウハウを持っておりますし、あとは、温泉です。

被災した方々に無料で入ってもらうといった経験がありますから、私どもは十分に対応が

できるかと思っております。 

○横山委員  分かりました。 

 さらに、１４ページの関連で、ご存じだと思いますけれども、当該施設は比較的、老朽

化した施設であります。それに関して、何か修繕のお考えを、もう少し具体的に教えてい

ただければありがたいです。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  公共施設はかなり老朽化しているのが一般でござ

いまして、指定管理でそこが一番悩ましいところでございます。 

 具体例で申し上げますと、千葉ポートタワーを５年前から引き受けていますけれども、

引受けの前で築３０年でした。大変に老朽化しておりました。お客様も減っておりました。 

 私どもが、まずやったことは、全館を総点検いたしました。どこに問題点があるのか、

そういった総点検をして、その結果の提案書を千葉市にお出ししました。その上で、千葉

市の役割、私どもの役割、分担を決めて、５年間にわたってどうするかという、そういう

計画を決めまして、順次それをやっておりますので、そういうノウハウは十分ございます。 

○横山委員  ５４ページの審査項目外の部分ですが、利益還元の方針について何も記載

がありません。一方で、指定管理者制度というのはやはり、利益還元をするというのも、

市の財政に資することとして重要になってくるのですけれども、何も書かれていないと、

何も提案がないのかということになってしまうのですが、何かお考えはありますか。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  公共施設を税金を使って管理運営するわけですか

ら、大変、責任がございます。私どもは、一般的に、利益が出た場合、２分の１を市に納

付しますということが基本なのですけれども、今回の事案を見ますと、利益は多分出にく

いのであろうと。利益が出るということは自主事業を、飲食とか販売とか、そういう事業

をすることによって利益を生み出せるわけです。ところが、今回の業の中では、なかなか

利益が多分出ないであろうと。無理に利益を出そうと思えば、社員にストレスがかかるし、

お客様にそれが行くかもしれないということなので、私は、この事案は、利益を求めるの

ではなく、きちんと管理運営をして、利用者に還元していくことだと思いますので、そう

いった考えで、このところは、多分、私は、残念ながら対象にならないのではないかと思

い、書きませんでした。 

○横山委員  ありがとうございます。 

 最後にもう１点、いいですか。当該施設は、現管理者もいらっしゃいますし、今回は複

数の事業体がご提案されていますけれども、御社のアピールポイントはどこでしょうか。

要するに、秀でている部分、他社には負けないという部分は。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  まず、私どもは地元の企業ですから、地元の情報

はよく持っていますし、いろいろなネットワークもあります。 

 私どもは、非常に幅広い事業をやっていますので、技術的なものから、企画、イベント

とか、飲食、物販、もろもろのそういったノウハウを持っております。 

 もう一つ、私どもは地域に根差した活動をしています。地域の公共施設を核とした地域

づくりをやっております。そういったところが、ほかとは違うところだと思いますので、



 

―１７― 

そこのところがアピールできるかと思っております。 

○横山委員  ありがとうございます。 

○長根部会長  ほかにございますか。 

（なし） 

○長根部会長  時間も来てしまいましたので、この辺りで切り上げたいと思います。 

 塚原緑地研究所の方々、どうもありがとうございました。どうぞ、ご退室してください。 

［株式会社塚原緑地研究所 退室］ 

○長根部会長  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。５分程度でお願いいたします。 

［採点］ 

○長根部会長  時間となりましたので議事を再開いたします。 

 次は、「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、ご説明させていただきます。 

お手元の「採点表」の「千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体」の欄をご覧

ください。 

 まず、大項目２の「（１）同種の施設の管理実績」ですが、代表企業の株式会社京葉美装

は管理実績あり。構成団体の特定非営利活動法人まちづくり千葉は公の施設の管理実績あ

りであったため、選定基準に基づき、各構成団体の責任割合を乗じた後、合計して得点を

計算しますと、４点となりました。 

 大項目５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

の算式に当てはめた結果、削減率が０％であったことから加算点を０点、基礎点を１５点

とし、合計で１５点と採点いたしました。 

 次に、大項目６の「（１）市内産業の振興」ですが、すべての構成団体が市内団体である

ことから、３点と採点いたしました。 

 次に、大項目６の「（３）市内雇用への配慮」ですが、施設従事者の市内在住率が１００％

であったことから、３点と採点いたしました。 

 最後に、大項目６の「（４）障害者雇用の確保」ですが、株式会社の京葉美装とスワット

は法定雇用率未達成のため０点。特定非営利活動法人まちづくり千葉は、法定雇用者数１

未満で、障害者雇用なしのため１点。はぁもにぃは法定雇用者数１未満ですが、障害者を

１人以上雇用しているため２点。 

 以上の点数を「選定基準」に基づいて算出したところ、結果は０点となりました。 

 また、施設において障害者を新たに１人以上雇用する予定であることから１点、合計で

１点と採点いたしました。 

 説明は以上でございます。 

○長根部会長  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か。 

○横山委員  確認です。各社の責任割合はどうなっていましたか。 

○地域づくり支援室職員  株式会社京葉美装が８４％、株式会社スワットが４％、 

ＮＰＯ法人まちづくり千葉が８％、ＮＰＯ法人はぁもにぃが４％でございます。 
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○横山委員  ありがとうございます。 

○長根部会長  ほかに質問はございますか。 

（なし） 

○長根部会長  続きまして、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、印南委員より、ご説明いただきます。 

（※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。） 

○長根部会長  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」を入室させてください。 

［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］ 

○長根部会長  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。 

 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。終了３分前と  

１０分経過の際に、ベルを鳴らします。ご説明が終わりましたら、２０分間の質疑応答を

行いますので、お答えいただきますようお願いします。それでは、ご説明よろしくお願い

します。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  お世話になります。まずは、「事業提案書」の説明に先立

ってご挨拶申し上げます。 

 私は、京葉美装社長、代表の国𠮷でございます。 

 また、右から順に、株式会社スワットの黒川社長、同じく京葉美装指定管理部の所長の

森、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、ただいまの地元４法人

で構成するグループでございます。 

 まず、「事業提案書」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、現在、千葉市内

の穴川、鎌取、畑、幕張の４か所のコミュニティセンターの指定管理者としても、活動を

展開しております。 

 ４か所の指定管理者に選定いただいた選定委員の皆さんや市議会の皆さんのご期待にお

応えするべく、職員一同が全力で業務に取り組んでおり、後ほど４ページをご覧いただき

たいのですが、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、市とお約束し

た稼働率等の数値目標を達成しております。 

 また、構成法人の株式会社スワットは、本業の警備業で、公共施設で豊富な実績がある

ほか、千葉市や佐倉市の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少年健

全育成事業も展開しております。 

 １２ページに入りまして、ＮＰＯまちづくり千葉は、千葉の親子三代夏祭りなど、千葉

市を代表する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。 
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 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、高い水準の清掃業務や、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。 

 このような地元４法人が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、

高洲コミュニティセンターの指定管理者に応募させていただきました。私どもに本「事業

提案書」の内容を実現する機会をいただければ幸いです。 

 続きまして、２６ページをご覧ください。 

 リスク管理の中の、災害発生時の緊急対応ですが、防災訓練や研修などに加え、一層の

工夫を行います。例えば、人の命が危ないという状況では、どんなに知識の定着を図って

も冷静に行動できるとは限りません。このため、当グループの京葉美装が管理運営する施

設ではＡＥＤ講習の受講に加え、すべての職員がこのようなＡＥＤカードを常時携帯して

おり、万一頭の中が真っ白になってしまったとしても、冷静に対応できる可能性を高めて

おります。高洲コミュニティセンターでも、すべての職員がＡＥＤカードを常時携帯いた

します。 

 また、２７ページに入りますが、昨年の台風１５号、１９号で、京葉美装が管理運営す

る鎌取、幕張、畑コミュニティセンターが避難所となった経験を踏まえ、グループ構成法

人の応援を得ながら、２４時間で１週間、当グループ職員が施設に常駐可能な体制を構築

いたします。市内に本社、本部を置く４法人で構成され、市内居住者が数多く在籍する地

元法人の強みを生かします。さらに、避難所運営委員会の事前設置、避難所運営のための

訓練を行うとともに、アレルギー対応の非常食などの備蓄、災害緊急避難用マット、感染

症防止のために避難所の区画を作る、防災グッズの準備などを行います。 

 加えて、市のご了解を得ることを前提に、当グループの費用負担で、太陽光発電装置を

設置し、停電時においても一定の電力を確保し、千葉市災害に強いまちづくり政策パッケ

ージにも貢献いたします。 

 続きまして、「事業提案書」の３１ページをご覧ください。サービス向上策でございます

が、まず、親切、丁寧な接遇を行います。京葉美装が管理運営する施設では、接遇マニュ

アルを作成し、職員研修などで周知徹底いたします。この結果、例えば、接遇に対するア

ンケートでは、ご覧の穴川コミュニティセンターをはじめ、担当する４施設すべての施設

で、約４５から９５％に「満足」、「おおむね満足」という回答をいただいており、一定の

成果をいただいております。この手法を高洲コミュニティセンターにも導入し、高い接遇

満足度を確保いたします。 

 また、障害者や外国人に分かりやすいよう、チラシやホームページ等には大きな文字、

外国語等を積極的に活用するとともに、外国人にお越しいただいた際の対策として、音声

入力可能なアプリがインストールされたタブレットを受付に配備いたします。 

 加えて、感染症防止対策として、全国公民館連合会やスポーツ相が公表しているガイド

ラインに沿った感染症防止マニュアルを作成、活用するとともに、次のページ、３２ペー

ジに入りますが、飛沫ガードパネルや加湿器等の感染症防止グッズの貸出し、希望される

方へのウェブ打合せなどの対策を講じます。さらに、市内コミュニティセンターを継続的

に利用していただき、健康づくりにつなげていただく工夫として、京葉美装が管理運営に

携わる市内コミュニティセンター共通の健康クラブを創設します。体重、血圧、体脂肪な
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ど、継続的に記録できる手帳を無料配布するとともに、年度始めに、健康に関する目標を

設定していただき、年度末に達成を確認すれば、粗品を進呈する健康宣言の受付を行いま

す。 

 続きまして、４１ページをご覧ください。 

 市からの事業実施、受託業務の中の高洲コミュニティまつりでございますが、実行委員

会を組織するとともに、従来から実施されているサークル作品展示会や、サークル活動発

表会などを継続いたします。加えて、作品パフォーマンスを鑑賞するだけではなく、実際

に体験することができる市民参加型サークル活動体験コーナーを設置し、ヨガ、太極拳、

カラオケなどに誰でも参加できるようにするほか、イベントとしてストラックアウト、ス

ピードガンコンテスト、血管年齢や骨密度の無料測定会等、４２ページに入りますが、警

察、消防などの協力を得た特殊車両の展示なども行います。さらに、ビジネスコーナーを

設け、３Ｄプリンタ体験やドローン体験などを実施し、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のきっかけづくりを行いたいと存じます。 

 最後に、４６ページでございますが、自主事業でございます。まず、比較的利用の少な

いサラリーマンやＯＬの来館のきっかけづくりとなる事業を実施します。具体的には、Ｏ

Ｌなどに人気のアロマテラピー教室、クリスマスリース作り、ジョギングブームを踏まえ

た千葉マリンマラソン完走講座、関心を持つサラリーマンが多いと考えられるテレワーク

体験会などを実施します。また、障害者の利用を促進する事業として、車椅子でも参加可

能な体操教室、そして４７ページに入りますが、外国人利用のきっかけとなる日本の伝統

文化を学ぶ教室を開催するとともに、多世代交流や地域の連帯感の醸成を図る事業として、

高洲５・５まつり、みつばちプロジェクト、各種コンサートを実施します。 

 さらに、４８ページに入りますが、公共施設として地域や社会に貢献する事業も行いま

す。具体的には、令和３年に千葉市制１００周年記念事業、令和６年に千葉開府９００年

事業として、記念講演や歴史資料の掲示などを行うほか、京葉美装が管理運営する施設で

高い評価をいただいている東京五輪音頭２０２０踊り方講習会、北朝鮮拉致被害者横田め

ぐみさん写真展、３・１１福島復興支援「ＬＯＶＥ！福島！！」など、また、千葉市関連

諸団体と連携し、モノレール祭りサテライト、加曾利貝塚巡回展、テレワーク動物園など

を当施設でも開催いたします。 

 以上、表紙にも掲げさせていただきましたけれども、「一燈照隅万燈照国」、当コミュニ

ティセンターが集う方々が笑顔あふれることで、地域が輝き、千葉市を、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作成した「事業提案

書」の内容を、ポイントを絞って説明させていただきました。 

 ご審議、よろしくお願いいたします。 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 続いて、２０分間の質疑応答を行います。終了３分前と２０分経過の際に、ベルを鳴ら

します。 

 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  今回、いろいろな共同体の方に参画してもらうということなのですけれど

も、それぞれの役割分担について、簡単にご説明お願いできますか。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  ありがとうございます。 
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 私どもは、ご紹介のように、４施設の指定管理者として現在選定していただいておりま

す。その中で、穴川コミュニティセンターのスタートの平成１８年からですと、延べ１５

年間のご指導をいただきながら、指定管理者としての実績を積ませていただきました。そ

の中で、やはり単体で行っている活動と、ご覧の３団体とは、自主事業などを通じて、既

にいろいろご協力をいただいております。 

 今後、能動的立場、変革の能動者として共同事業体のメンバーになっていただくことで、

更にこのコミュニティセンターに磨きをかけられるのではないかということで共同事業体

を組んだということと、あとは、今まで協力団体としてそれをしているというレベルでは

なく、より踏み込んで、共同事業体のメンバーということで、それぞれ深掘りした自主事

業に関しても、更にそれぞれの得意分野を深めていっていただきたいということで、考え

ております。 

 スワットさんに関しては、青少年健全育成事業を今現在、展開しておりますし、プログ

ラミング教室やドローン教室等、そして、はぁもにぃさんに関しては自主事業で障害者も

参加するようなみつばちプロジェクト、それから業務委託として清掃業務とかそういった

ものも障害者に参画していただいております。 

 まちづくり千葉さんに関しても、自主事業はもとより、千葉市内の８０のＮＰＯ法人の

ネットワークがあるということで、そうしたネットワークを更に深めるということと、主

体者となって動くことで、その中核メンバーの団体も様々な地元の企業がございます。そ

ういったところで、例えば広報でございますと、モノレールの広告をなさっている会社さ

んとかいらっしゃいますので、そういうところで、より波及効果を深めていきたいという

ことで、能動的立場。 

 それと、まちづくり千葉さんは、その各団体との窓口となる職員を派遣していこうとい

うことで、そういった人的派遣も今、お願いしているところです。 

○長根委員  例えば、はぁもにぃさんのところから障害者の方を、従業員でしょうか、

派遣してもらうとか、そういうこともあるのでしょうか。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  そうです。 

○ＮＰＯ法人はぁもにぃ（長浜）  私から説明させていただきます。 

 私ども、障害者総合支援法に基づきます集合継続支援事業のＡ型という、障害者の方た

ちと利用契約を結びまして、福祉的な支援をすると同時に、雇用契約も結びまして、労働

者としてお仕事をしていただくという、そういった事業所を運営しております。 

 その中で、今、施設外就労という形で、京葉美装さんの指定管理をされている鎌取コミ

ュニティセンターさんのほうに週何回かの形で、指導員と一緒に清掃業務を請け負わせて

いただいております。また、この４月から、みつばちプロジェクトという形で巣箱の管理

業務のお仕事の委託を受けまして障害者と行っております。 

 Ａ型事業でございますので、福祉的な支援を受けながら、雇用契約を結んで働いている

人たちの、その先のステップとして一般就労ということがございます。いわゆる、企業な

どの一般就労です。それを私どものほうでしっかりと支えながら、業務に携わる力を身に

着けていただいたときに、指定管理会社である京葉美装さんのほうで直接雇用していただ

いて、各コミュニティセンターさんのほうで一般就労へのステップアップがスムーズにい

き、なおかつ、我々が共同事業体として、させていただいている中で、定着支援ができる
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という、その辺りのところで、障害者の方たちの雇用の促進プラス定着支援というところ

で、力を出させていただきたいというふうに考えております。 

○長根委員  ありがとうございました。 

○長根部会長  ほかにございますか。 

○三山委員  お尋ねしたいのですけれども、まず、太陽光発電と、蜂蜜のことと、子ど

も食堂について、どういった形態をお考えですか。 

 あそこの施設はかなり老朽化しておりまして、太陽光発電にせよ、蜂蜜のほうにせよ、

屋上を使われるかと思うのですけれども、その辺りの強度とか耐用に関しては、どういう

お考えがありますか。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  ありがとうございます。 

 太陽光発電に関しては、当然、建物の構造的な強度を専門の構造設計事務所に構造図面

を基に、各柱、梁、床、全部構造チェックをいたします。 

 これは、私ども、幕張コミュニティセンター、畑コミュニティセンターも、やはり老朽

化している施設でございますが、実際に設置した経緯があるのですが、そこで第三者の構

造設計事務所が構造的に建物が安全かどうかをチェックした後の設定になります。それが

太陽光発電についてでございます。 

 あと、みつばちプロジェクトの巣箱に関しては、特に、大きな負荷がかかるものではご

ざいませんので、本当にこれくらいの小さいもの、パレットがあるくらいですから、加重

的には問題がないのですが、そういった形で、建物の構造に関しては、安全を十二分に確

認した上での設置ということを考えております。 

 また、子ども食堂は、今、鎌取コミュニティセンターで去年からスタートしたまんぷく

食堂といって、地元のそういった子ども食堂をやりたいという方がおられ、そういった方

を核に、地元のＮＰＯ、ボランティアの方々が集まって、子どもの居場所づくりを行って

おります。同じように高洲コミュニティセンターでも、まず、そういったところから、自

主事業としてやって、地域でそういった子ども食堂に関心がある方を集めて、それを核に

して、助力していきながら発展してまいりたいというふうに考えております。 

○三山委員  具体的には、調理室や、どこかのお部屋を使われるのですね。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  そういうことです。 

○三山委員  蜂蜜に関して、やはりミツバチであっても蜂ですよね。あの辺りの子ども

たちは、そういうものにまるで慣れていないと思うのですけれども、そういったところの

安全対策はどういうふうにお考えですか。 

○ＮＰＯ法人はぁもにぃ（長浜）  今は、みつばちプロジェクトという形で、都市型養

蜂ということで、例えば代表的なところで言えば、銀座、原宿ですとか、そういった都市

部のビルの屋上に巣箱を設置いたしまして、一つはコミュニティづくりというようなこと

と、あとは、私どもは今、コミュニティセンターさんのほうでやらせていただいているの

は、ミツバチ目線での地域の環境づくり、緑化活動につなげていきたいというふうなとこ

ろで、通年を通して巣箱を屋上に置くことで、その地域の蜜源の植物であるとか、そうい

ったところを調査しながら、みんなで足りないものというのを、苗木を植えたりとか、種

をまいたりというような形で、地域緑化につなげていこうという取組みではあるのですけ

れども、安全性というところでいいますと、ミツバチに関しましては、基本的に蜜源植物
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に向かって飛んでいくということで、人に対して攻撃をするというものではありません。 

 当然のことながら、ハイシーズン、採蜜の時期というのは、ミツバチの動きは非常に活

性化されますので、集団で一つの蜜源植物のエリアのところへ行くということはあります

けれども、それは地域で暮らしているミツバチと同じような形で置くことで、大群が待っ

ているというような、そういった状況にはなりません。 

 ですので、安全性というところでいきますと、基本的に１００％絶対に誰かが刺される

ことはないというふうなところでいいますと、蜜源植物のあるところにはミツバチが必ず

おりますので、うちが巣箱を置いたところで、その危険度が増すということにはなりませ

ん。 

○三山委員  わかりました。 

○長根部会長  ほかにございますか。 

○横山委員  現在、幾つかのコミュニティセンターの管理者ということでご活躍いただ

いているようですけれども、今回、美浜区の施設に選定された場合に、他施設との連携は

どのようなことをお考えでしょうか。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  ありがとうございます。 

 例えば、他施設の稼働の状況によっては、曜日とか、時間帯とか、諸室によっては稼働

が低かったり、高かったりすることがありますので、私ども、毎月、所長会議をやってお

りますので、そこで各センターの事情の内容を、稼働率がどこか高い、低いとかがあった

ら、お互いに情報交換をして、例えば穴川と畑でしたら近いものですから、利用者に、穴

川では満室ですけれども、車で１５分行った畑には空きがありますよというようなアナウ

ンスをするとか、まずはそういったこと。 

 それと、自主事業に関しては、私どもの肝煎りでたくさんの魅力あるオリジナルのイベ

ントをやっております。生み出すのは大変ですけれども、生み出してしまえば地域の皆さ

んが喜んでいただけるような、例えば、福島復興支援のイベントに関しましても、ノウハ

ウが一つできますので、あとは地域の違う中学校とか小学校とかを巻き込んだイベントに

するということで、一つのモデルができるということで、それが各、複数のコミュニティ

センターに展開できるということになります。 

 また、北朝鮮拉致問題の横田さんの写真展も四苦八苦しながら貸出しを、あさがおの会

さんともやっていましたけれども、今は完全に信頼をいただいて、我々も大切な写真を預

かって、現物を預かって展開するということで、責任を持って、水平提供ができるという

ようなメリットがあると思っております。 

○横山委員  幾つかあるのですけれども、６ページあるいは４３ページ、京葉美装さん

本社にということで書いてありますが、営業担当の配置ということで、積極的にアウトリ

ーチでいろいろなところを回るということだと思うのですけれども、個人的には非常に興

味がある話なので、どんなことをお考えなのか、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（国𠮷）  ありがとうございます。 

 既に、私のほうや本社の営業担当の職員では既に行っていることなのでございますが、

まず、名刺の裏にコミュニティセンターの簡単な紹介をして、肝煎りのイベントとかそう

いった集客が必要なものは常にかばんで持ち歩いて、いついつこういうのがございますよ

ということ。 
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そして、特に私は、まちづくり千葉さんとかはぁもにぃさんとかもそうでございますけ

れども、各種、いろいろな団体に属していますので、今までもＮＰＯまちづくり千葉さん

とかはぁもにぃさんにもチラシを一緒にまいていただいたり、私が知らなくてもはぁもに

ぃさんが知っていたり、私が知らなくてもまちづくりさんが知っている。 

 私のルーティンとしては、週に１遍、ロータリークラブがありますので、ロータリーク

ラブは１００社くらいの、地元の地銀の頭取さんとか、ＮＴＴの支社長さんとか、ＮＨＫ

さんとか、電通さんとかそういった支社長さんが皆さん属しておりますので、そういった

ところのポストに入れさせていただいて、直接、千葉テレビさんとか、社長さんがじかに

来ますので、そういったところに、可能ならば名義の後援をいただいて、スポットで流せ

るところで、お金はないのですけれどもという形でやっていくと、そういった形で、費用

がかからなくても効果が出るような、そういったことは常に心がけております。 

 例といたしましては、ＮＴＴ東日本の千葉支社長さんが、東京五輪の１年前イベントを

したときには、ボールペンを３００本くらい無料で届けてくれ、これを参加者に配ってく

ださいとか、あとは、子ども食堂でも、備蓄品の中で賞味期限がまだ半年くらいあるのだ

けど使ってくださいということでコミュニティセンターの子ども食堂に仕入れてくれたり、

そういったネットワークは常に意識しながら、特にそのためにではなく、意識しながらや

っていると、皆さんに協力していただける。あとは、ロータリークラブで、共催で一緒に

やってくれたり、車椅子ラグビーの公開練習や体験会は、ロータリークラブが、国𠮷さん、

もう１０年くらい、そういう活動をやっているのだったら協力しますよということで、私

が指定会社の代表でありながら、ロータリークラブの社会福祉委員長として、千葉ロータ

リークラブの１００名くらいの方を引っ張っていって、鎌取コミュニティセンターでイベ

ントをやっています。そういったことで、常に地域の団体と連携しながら、やらせてもら

っています。 

○長根部会長  ほかにございますか。 

○印南委員  ３Ｄプリンタとか、テレワーク体験とか、ドローンとか、こういうのは今

までで初めてなのでございますけれども、勝算はございますか。 

○株式会社スワット（黒川）  株式会社スワットの黒川と申します。 

 今、ドローンは、いろいろ話題にはなっているのですけれども、法的な規制が多々ござ

いまして、公園では勝手に飛ばしてはならないとか、様々な法的なものがございます。し

かし、当社に関しましては、警備部門が中心であります。 

 ドローンに関しましても、やはり、人為的なものが少ないということで、人とドローン

を使いながら巡回をする、あとは、もともと始めた理由に関しましては、イベントで楽し

いものをやっていこうということで、トイドローン、おもちゃのドローンの体験教室です

とか、あとは大人向け、先ほど国𠮷社長からありましたように、大人向けに大きなドロー

ン、体育館を使ったり、しっかりとセキュリティを強化してやれる部分というものを、今

でも小学校からオファーがございます。あとは、千葉市であると、生涯学習センター、ほ

かの市でも今年度、多く実施しております。 

 ですので、ドローンという形に関しては、危険を伴うとお考えですが、それをしっかり

とやりながら、そういった教室を行っているので特に問題はなく、あとは話題になってお

ります。 
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 以上です。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  補足しますけれども、テレワーク体験というのは、今や

はり、コロナ禍の中で急速に皆さんの関心も高まっておりますけれども、それは自主事業

でも取り入れて、実は、先日、こういうことを踏まえて、千葉市動物公園を訪ねて、何か

コミュニティセンターでコラボレーションできないでしょうかという話をしたところ、館

長も東芝のご出身ですから、動物公園をいろいろ、動物の２４時間監視カメラとか、そう

いう出口を求めていたのだよということでしたので、それでは、コミュニティセンターで、

モニターがあれば、それを遠隔でできますよねということで、そういったテレワークでの

講座とか、そういったものを検討しているところです。 

 あと、３Ｄプリンタに関しては、今、いろいろコロナのフェイスガードといったものを

子どもたちもできるようになっていますし、プリンタ自体も今、それほど高価でなくなっ

てきているので、そういったものをコミュニティセンターの備品として備えて、そういっ

た簡単なものからやっていっきたいというふうに考えております。 

○印南委員  ありがとうございます。 

○長根部会長  ほかにございますか。 

○横山委員  物的な施設の関係で、１７ページ。今回の一つの目玉として、太陽光発電

の設備を導入するということをおっしゃっていますが、これは経費縮減に実際に資するの

かどうか。実績があろうかと思いますけれども、当然、初期投資があろうかと思いますの

で、幾らか節約になっているのでしょうか。 

 あと、売電するわけではないでしょうが、今、売電価格が下がっていますので、大体の

コストというものは、私も把握してはおりますけれども、結果として節約になるのか。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  ありがとうございます。 

 今、幕張と畑で先行して設置しておるのですけれども、当然、我々も設計施工でやりま

すし、直接、施工会社とやりますので中間マージンがないということで、我々としては、

非常に、ほかにまねのできない価格で、安全で品質の高いものを施工できるというふうに

は自負しているのですが、基本的にはこれを設置して、電気料金に関しては、必ず削減に

なります。 

 例えば、幕張で月に１０万円近くとして、年間１２０万くらい、５年間で６００万です

から、太陽光発電装置の設置から云々を考えると、５年では厳しいかと。５年で償却でき

なくても、言い方を少し変えますと、もともと千葉市への還元を予算取りして提案設備工

事として計上しているという感じで、電気料金に関しては確実に下がります。 

 我々は、売電は目的にしていませんので、館内消費ということで、電気料金の削減。あ

とは、ロビーにカラーモニターを設置しますので、それによって利用者が、今日は、館内

で何ワットくらい太陽光パネルから消費しているということが分かるようにしていますの

で、それぞれ節電をお願いしますという意識醸成にもつなげています。 

○横山委員  続けて、３０ページ。ＱＲコード決済、あるいはペイペイとか、ワオンと

かいろいろ書いてありますけれども、これの実績はありますか。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  今、実際、ペイペイに関しては、もう既に、物は導入し

ていますが、まだ、千葉市さんのほうと確認協議中なので、物はペイペイさんと打合せを

して、いつでも使えるようになっております。 
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○横山委員  まだ、協議中だということでございますね。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  ワオンカードは今、協議中です。 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 お時間がまいりましたので、これで終了させていただきたいと思います。 

千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体の皆様、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］ 

○長根部会長  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

だきました「採点表」についてもご確認いただきまして、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」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・休憩］ 

○長根部会長  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します。 

○西地域づくり支援室長  それでは、集計結果をご報告いたします。 

 お手元にお配りいたしました「集計表」をご覧ください。 

 「集計表」の一番下、合計欄の右が平均点の合計点ということで、これが総得点という

ことになります。 

 順番に申し上げます。 

 まず、株式会社千葉マリンスタジアムは、総得点が１１３．４点でございます。 

 続きまして、株式会社塚原緑地研究所は、総得点が９６．８点でございます。 

 それから、千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体は、総得点が１０６．８

点でございます。 

 株式会社塚原緑地研究所の「集計表」のうち、大項目２の「（２）団体の経営及び財務状

況」という審査項目の採点結果が、過半数の委員が「Ｄ」評価、これは１が四つ入ってお

ります。 

 それから、お一人の委員が「Ｅ」評価、これは０点の評価をしております。 

 これにつきましては、この後の意見交換で、この団体を失格とするかどうかについて協

議をいただきますよう、お願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○長根部会長  それでは、事務局からご報告いただきましたように、集計結果がこのよ

うになりましたが、大項目２の「（２）団体の経営及び財務状況」の項目にて、過半数の委

員が「Ｄ」の評価、及び１名の委員が「Ｅ」評価をしておりますので、当該申請者を失格

とするか否かについて、委員の皆様よりご意見をいただき、ご判断をいただきたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

○印南委員  失格にしなくていいです。 

○長根委員  私も、いずれにせよ、この順位ですとおのずから３位になりますし、失格

にしなくても趣旨とは外れることもありませんので、わざわざ失格にしなくても、この順
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位を提示すればよろしいのではないかと思います。 

○横山委員  結論同旨ではありますけれども、いいとすべきかどうか。もちろん、専門

委員の意見は最大限尊重されるべきだと思いますが、既に施設管理が適正に行われないお

それがある、破綻しているかどうかというところまで言えるかというと、一応まだ生きて

いる会社なので、実際はどうか分かりませんが、そこまでは明白ではないと思いますので、

失格とまではいかなくてもいいかと。あとは、実質的な理由は、部会長がおっしゃられた

とおりだと思います。 

○印南委員  ５年先というのは分かりませんからね。おっしゃるとおりです。 

○長根部会長  ほかにご意見はございませんでしょうか。 

（なし） 

○長根部会長  それでは、当該審査基準に関しましては、大項目２の（２）の項目にて、

過半数の委員が「Ｄ」及び１名の委員が「Ｅ」としたものの、直ちに破綻していると判断

できませんし、また、おのずから３位という順位になっておりますので、失格とはしない

ということといたしました。 

 この結果をもちまして、千葉市美浜区高洲コミュニティセンターの指定管理予定候補者

とする者の順位は、株式会社千葉マリンスタジアムが第１位、第２位が千葉市コミュニテ

ィセンターまちづくり共同体事業、第３位が株式会社塚原緑地研究所とすることでよろし

いでしょうか。 

（異議なし） 

○長根部会長  ありがとうございます。 

 次に、選定理由について、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、また、千葉マリンスタジアムに対する具体的な意見などをいただきた

いと思います。いかがでしょうか。 

○三山委員  地域との密着性もあって、ただ、慣れ過ぎているかなというのは、どうい

った仕方になっていくのかが気になるところです。これからの５年間において、その辺り

は意識しつつ動いてもらわなければいけないのではないかという気は、私は利用者として

思います。 

○長根部会長  優れている点としては、地域との密着があるのですけれども、意見とし

て、地域密着について、度が過ぎないというか、表裏一体というか、なれ合いが生じてし

まう可能性があるので、それを今後の５年間でどのようにするかという点であるというこ

とでございましょうか。 

○三山委員  はい。 

○長根部会長  ほかにご意見はございますか。 

○横山委員  積極的にいい点というのは、なかなか見いだしがたいのですけれども、強

いて言えば、安定的な経営が期待できる堅実な提案がなされていたということでしょうか。 

 附帯意見になるのか分かりませんけれども、問題としましては、長期間の指定管理によ

る弊害ということ。まず、どういう弊害があるかということ自体をお考えいただいて、自

身の活動を批判的に見ていただいて、ユーザーに喜ばれるような次期の管理運営をしてい

ただきたいということです。 

○長根部会長  ほかによろしいでしょうか。 
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○横山委員  １点気になるのが、最優秀の得点を挙げられておるのですけれども、複数

の委員から、一部の項目に落第点がついています。私は、今までにこういうものを見たこ

とがないので。 

○長根委員  どの項目でしょうか。 

○横山委員  例えば、２の（７）で１をつけている方がいらっしゃいますけれども、５

段階中の１は落第点ですよね。あと、下の５の（１）、１０点満点の２も落第点ですね。 

 別に、これは匿名ですから、発言していただく必要はないのですけれども、こういうふ

うな評価を受けていながら最高得点を取っているというのは見たことがないので、違和感

を少し感じます。 

○長根委員  消極的な採択というか、そういうことですね。 

○印南委員  この１は、千葉マリンスタジアムは、清掃員が自分で持てないで、ほかの

会社は自分で持っているので、その差をつけたのです。 

○長根委員  費用でございますよね。 

○横山委員  事務局に確認ですけれども、ここの２の（７）の評価において１をつけた

場合、１の意味合いというのは、１人の委員が水準に満たない業務が行われるおそれがあ

ると判断をしたという、そういう理解でよろしいのですね。 

○地域づくり支援室職員  はい。 

○横山委員  だから、逆に、そういう評価があったので注意していただきたいとか、そ

ういう意見になると思います。 

○印南委員  これは、つけたのは私でしょうか。これは単に、「Ｃ」が普通だとすると、

千葉マリンスタジアムは清掃管理を全部外注に出していまして、その他のところはすべて

自前でやっていますけれども、その差があると思い、一つ下にしたら「Ｄ」であったとい

うことです。 

○横山委員  こういう点がついているので、その点は何か指摘をしないといけないので

はないかという、そういう問題意識です。 

○長根部会長  それでは、選定理由として、皆様のご意見や「採点表」を確認しますと、

総得点が最も高い者であったということ。また、特に安定的な経営が期待できるという点、

あとは地域密着であるという点、こちらにおいて優れていたということが考えられます。

よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○長根部会長  附帯意見としては、水準に満たない項目があるため、今後、改善を検討

する必要があるという意見が委員の皆様からありました。 

 このような意見を踏まえて、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存じますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○長根部会長  それでは、千葉市美浜区高洲コミュニティセンターの指定管理予定候補

とすべき者を、第１順位の株式会社千葉マリンスタジアムといたします。 

 千葉市美浜区高洲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２の「千葉市美浜区高洲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。 



 

―２９― 

 次に、議題３の「第４回美浜区役所部会について」、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  第４回美浜区役所部会は、来週の月曜日、２６日の１３時か

ら、同じ会議室で行います。 

 お手元の資料につきましては、机の上に置いたままにしていただいて構いません。 

 事務局からは以上でございます。 

○長根部会長  ありがとうございます。 

 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か。 

（なし） 

○長根部会長  最後に、全体を通して、委員の皆様からほかにご質問・ご意見等はござ

いますか。 

（なし） 

○長根部会長  では、皆様方のご協力によりまして、本日の議事は、すべて終了しまし

た。ありがとうございました。 

 それでは、事務局にお返しします。 

○西地域づくり支援室長  慎重なご審議、誠にありがとうございました。 

 それでは、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

回美浜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。 


