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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４回美浜区役所部会議事録 

 

１ 日時：令和２年１０月２６日（月）１３：００～１４：３０ 

 

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）千葉市美浜区真砂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  

（２）今後の予定について  

（３）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）千葉市美浜区真砂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。 

（２）今後の予定について  

今後のスケジュールについて、事務局から説明した。  

（３）その他 

   議事録の公開について、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

きまして、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、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４回美浜区役所部会を開会いたします。 

 私は、引き続き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。 

 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
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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、前回と同様、「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しますので、すべて非公開と

いたします。 

 また、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、窓と扉を開放

しております。出入口に消毒液を設置しておりますので、皆様におかれましてはマスクの

着用、手指の消毒にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。 

 また、職員もマスクを着用しておりますほか、地球温暖化防止の一環として軽装とさせ

ていただいております。ご了承ください。 

 続きまして、委員の皆様及び事務局職員の紹介ですが、第３回美浜区役所部会からの変

更はございませんので、本日は省略をさせていただきます。 

 それでは、お手元にございます資料の確認をさせていただきます。 

 まず、机上中央にございますＡ３の用紙、真砂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冊のファイルうち、黄緑色のファイルが「進行表」、「名簿」、「席次表」

等をつづっております各種資料、青色のファイルが各申請者からの「指定申請書類」でご

ざいます。 

 左側の３冊のファイルが、真砂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」にすべての資料を記載しております。ご確認いた

だきまして、不足等ございましたら、お申しつけください。よろしいでしょうか。 

 それでは、これより、議事のほう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。どうぞ

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「千葉市美浜区真砂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」

に入らせていただきます。 

 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  ご説明させていただきます。 

 はじめに、公募等の経過についてですが、第３回の部会で説明させていただいた内容と

同様ですので、本日は省略をさせていただきます。 

 申請状況は、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」、

「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、高洲コミュニティセンターと同様の団体でございます。 

 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。 

 「千葉市美浜区真砂コミュニティセンター」指定管理者の申請者に係る第一次審査の結

果について、ご報告させていただきます。 

 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
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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

しております。 

 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でしょうか。 

○横山委員  資料４－１の３番目、まちづくり共同事業体、責任割合は前回と同様でよ

ろしいでしょうか。 

○地域づくり支援室職員  前回と同様でございます。 

○横山委員  ありがとうございます。 

○長根部会長  ほかにございませんでしょうか。 

（なし） 

○長根部会長  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。 

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

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

いただきますが、前回の第３回の部会、高洲コミュニティセンターと点数はすべて同じと

なりましたので一部抜粋して、ご報告をさせていただきます。 

 お手元のＡ３用紙の「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５の「（２）管理経費（指定管理料）」ですが、提案された真砂コミュニティセン

ターの管理経費の額を、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「（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。 

 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、何か質問はございますでしょうか。 

（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」についてですが、「株式

会社千葉マリンスタジアム」の財務状況につきましては、前回の部会で印南委員よりご説

明いただいておりますので、今回は省略させていただきます。 

 評価につきましては、前回の高洲コミュニティセンターと同様の採点が妥当かと思われ

ます。 

 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。 

 マリンスタジアムの方々、入室させてください。 

［株式会社千葉マリンスタジアム 入室］ 

○長根部会長  どうぞおかけになってください。 
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 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、最大で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、説明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（中村）  株式会社千葉マリンスタジアム、中村でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。社長を務めさせていただいております。 

 本日出席の職員をご紹介申し上げます。 

 文化事業部長の浅川でございます。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（浅川）  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）  その隣が総務部長の永井でございます。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（永井）  永井でございます。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（中村）  私の左が真砂コミュニティセンター所長の

菅本でございます。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（菅本）  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（中村）  その左が同じく真砂コミュニティセンター

の職員の馬場でございます。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（馬場）  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（中村）  どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、菅本のほうから説明させますので、よろしくお願いします。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（菅本）  菅本と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、説明をさせていただく前に訂正箇所がございます。 

 ２８ページをお願いいたします。「２ 利用料金の減免の考え方」に表記してある図をご

覧ください。右側に減免割合という列があるかと思いますが、下から２行目、「市長が認め

た団体」と記載されておりますが、「市長が認めた割合」となりますので、訂正をお願いい

たします。 

 それでは、説明に移ります。 

 まず、１ページをお願いします。 

 「（１）管理運営の基本的な考え方」についてですが、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。 

 次に、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、地域及びサークル代表で構成された事業委員

会を引き続き設置し、連携を強化いたします。また、今後も真砂、高洲の両コミュニティ

センターを管理することにより、強固な連携を取ることが可能となり、サービス向上など

統一された管理運営を行います。 

 続いて、５ページをお願いします。 

 管理運営の執行体制については、図にありますように所長以下２２名の体制で管理を行
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いますが、清掃や施設管理、設備機器管理等の専門知識を要する業務については業者に委

託します。 

 続いて、７ページをお願いします。 

 複合施設としての管理運営の方策ですが、「２ 複合施設との連絡方策」については、引

き続き当社の呼びかけにより定期的に複合施設の連絡会を開催し、意思疎通を図ります。 

 「３ イベント時の協力体制」については、現在もコミュニティまつり時にはスタッフ

の派遣や、飲食店を出店していただいたり、複合施設のイベント時にはコミュニティセン

ター利用サークルを派遣したり、相互協力体制が築かれておりますが、今後も様々な角度

から協力できるよう努めます。 

 続いて、１８ページをお願いします。 

 環境衛生の管理については、「１ 新型コロナウイルス感染症対策」として、新たに（１）

から（６）までの対策を講じます。 

 続いて、２４ページをお願いします。 

 「（２）リスク管理及び緊急時の対応」について、「１ 基本的な考え方」の（３）です

が、千葉市から預かっている備蓄飲料約３０ケースとは別に、当社で飲料水を２０ケース

備蓄いたします。これは、昨年の台風１９号の際に真砂コミュニティセンターは避難所と

して開設しましたが、そのときに避難者からお湯が欲しいという声が多数ありましたので、

その経験を生かし、お湯を沸かすための水として、また、市の備蓄品では補えない場合の

補充用として飲料水を備蓄するものであります。 

 続いて、２６ページをお願いします。 

 「（１）開館時間、休館日の考え方」については、原則として千葉市コミュニティセンタ

ー設置管理条例にのっとって運営いたします。ただし、図書室については、利便性の向上

及び利用促進を図るため、現在１９時３０分まで開館しておりますが、好評につき、今後

も引き続き同様の取扱いといたします。 

 なお、コミュニティセンターに附属する図書室として通年１７時以降も開館しているの

は、真砂コミュニティセンターのみとなります。 

 続いて、３０ページをお願いします。 

 「（３）施設利用者への支援計画」ですが、「３ 図書室利用者への支援」として、現指

定管理期間中に図書システムを導入し、利用者から好評を得ております。さらに、利用者

から要望の多いホームページ上からの図書検索ができるシステムを令和３年４月より導入

いたします。また、現在、１人につき２冊までの貸出しとなっておりますが、貸出冊数を

増やすことにより、利便性の向上を図ります。 

 続いて、３１ページをお願いします。 

 「６ 乳児をお連れの利用者への支援」ですが、真砂コミュニティセンターは近隣に幼

稚園や保育園があり、乳児をお連れの利用者も多く、授乳室を設置してほしいという要望

が多数ありました。令和１年１２月に３階、更衣室を改良し、授乳室として無料開放して

おります。今後も引き続き授乳室として開放いたします。 

 次に、「７ 学生への支援」ですが、例年夏休み期間に自習室として４階オープンスペー

スを開放しておりましたが、年間を通して自習室を開放してほしいという要望が多いため、

新型コロナウイルス感染症に配慮しつつ、通年自習室として開放いたします。 
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 続いて、３３ページをお願いします。 

 「（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６までの具体策を実施いたします。 

 続いて、４２ページをお願いします。 

 「（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１年度の実績を基

に令和３年度の目標値を設定しました。市設定の最終目標値については、諸室稼働率は３

年目に、体育館個人利用者数は初年度に達成できるよう設定しております。 

 次に、４３ページをお願いします。 

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

「２ 具体的な方策」、「（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。 

 続いて、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、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・協働して、地域住民のニーズを反映し、

地域に密着した事業を開催いたします。 

 続いて、４５ページをお願いします。 

 具体的な自主事業としては、下段以降の表のとおり、文化事業、体育事業、学習啓発事

業、利便事業に分類し、合計３５事業を実施いたします。 

 続いて、４８ページをご覧ください。 

 「（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」について

は諸室の稼働率、体育館個人利用の利用者数、体育館専用利用の稼働率の増加に合わせて

算出しております。 

○地域づくり支援室職員  １０分経過しましたので、終了してください。 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 続いて、最大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ありましたら、お願いいたします。 

○横山委員  御社は現管理者ということで、今期までの活動を振り返って、次期に向け

ての課題というようなものがありましたら教えてください。 

 あと、その課題に対する取組として、どういうことをお考えなのかということで、実現

の可能性があるかどうかは分かりませんが、どんなアイデアをお持ちなのかということを

お尋ねしたいと思います。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（菅本）  今後の課題についてですが、まず、夜間の

稼働率、こちらをどうやって上げるかということになってきます。ご存じの方も多いと思

いますが、真砂コミュニティセンターは周りはお店もなくて、夜間は真っ暗な状態です。

そういった状況ですので、会社帰りの大人の方をターゲットとした自主事業の開催などに

より稼働率を上げたいと考えております。 

 二つ目は、体育館の利用者をどうやって増やすかということになります。近隣に高洲ス

ポーツセンター、磯辺スポーツセンターがありまして、やはりどうしてもスポーツ専門の

施設の体育館と比較しますと見劣りするということがございます。ですので、そちらに関
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しては、高洲のスポーツセンターとは違った時間帯でのスケジュールを組んでいきたいと。

例えば、高洲スポーツセンターのほうが団体利用となっているときに、真砂コミュニティ

センターのほうで個人利用の枠にしたりですとか、そういったかぶらないようなスケジュ

ールを組んで、体育館の利用者を増やしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○横山委員  図書館に関してお尋ねします。先ほどご説明でいろいろ時間の延長である

とか、新たな検索システムということでご提案をいただいておりますけれども、閲覧スペ

ースの問題というのがあろうかと思います。ちょっと物理的な制約もあろうかと思います

けれども、何かお考えになっていることがあれば教えていただきたいと思います。 

 あと、貸出しの冊数ですけど、現在２冊ということですけど、今後何冊ぐらいを予定さ

れているのですか。それもお尋ねしたいと思います。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（菅本）  まず、図書の閲覧スペースについては、２

階に、図書室の横にオープンスペースというスペースがございます。そちらを今、図書の

閲覧室ということで利用をしております。 

 続いて、冊数については３冊、多くても４冊あたりなのかなと考えております。これは、

冊数を増やすことによって、今後利用者が少なくなってしまうということも想定されます

ので、来る回数が減るという意味です。なので、その辺りのバランスを取って考えていき

たいと思います。 

○横山委員  今、お答えがあったオープンスペースなのですけど、その現場はよく知っ

ておりますが、少し不便ですよね。実際、これはオープンスペースに移動する際に、本の

貸出し手続きをしないといけないのでしたか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（菅本）  貸出し手続きをしないで大丈夫です。 

○横山委員  しないで大丈夫ですか。ただ、少し場所が離れていて、一回出て閲覧する

ということが不便と思われる方が少なからずいると思うのですが、何か、今後工夫される

ようなことはあるのですか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（菅本）  本来ですと図書室の中に、やはり閲覧スペ

ースを入れたいとは考えているのですが、どうしても今冊数が３万冊ある中で、それをど

かしてということは、現在はちょっと考えていないです。 

○横山委員  分かりました。 

○長根委員  それに関連して、私からの質問なのですけれども、限りある図書ではあり

ますので、入替えとか、新しい図書を入れる、いろいろ予算制約もあると思うのですが、

ほかのコミュニティセンターにある図書室との間で図書の一時的な入替え、貸し借りとい

うのですか、交換みたいなこととか、そういったことは考えていらっしゃらないのですか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（菅本）  現在、真砂以外は図書室がありません。 

○長根委員  ないのでしたか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（菅本）  はい、管理していないのです。 

○長根委員  分かりました。 

○長根部会長  ほかにございますか。 

○印南委員  図書のシステムは、どういうふうになっているのですか。サーバーは大き

いわけですか。 
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○株式会社千葉マリンスタジアム（菅本）  現段階で図書システムを図書室のパソコン

の中に入れ込んでしまっているという感じなので、それを今回新たにホームページから検

索できるようにすると。 

○印南委員  例えば、ここにいても検索できるわけですか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（菅本）  そうですね。パソコンさえあれば自宅から

も検索できるようなシステムになります。 

○印南委員  分かりました。 

○長根部会長  ほかにございますか。 

○横山委員  基本的なことというか、経営的なことも含めてなのですが、今年度の新型

コロナウイルスの影響というのはどのぐらい出ていますでしょうか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（中村）  ４月、５月と休館のときには、正直申し上

げて、利用料金収入が全くゼロということで、非常に厳しい状況がございました。しかし

ながら、緊急事態宣言が解除された後に、徐々に利用者のほうも回復傾向にありまして、

今現在は通年の利用者の利用率の８割程度までは回復をしております。 

 しかしながら、当初見込んだ収益の確保というのは非常に難しいところでありますが、

幸いにというふうに申しますか、９月の議会で千葉市のほうが指定管理施設の休業中の利

用料金の補塡、あるいは再開後の感染症対策に係る経費、これを支援金という形で補正予

算で組んでいただいて、管理施設のほうにご支援いただけるということになりましたので、

それらも含めて、今後も更に利用率等も向上、回復をしてくるだろうというふうに思って

おります。 

 しかし、当初見込んだほどの額の利益は見込めませんけれども、現時点で推計をいたし

ますと、若干の黒字で何とかなりそうだという状況でございます。 

 以上でございます。 

○横山委員  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。 

○長根委員  私のほうから１点、長く指定管理を引き受けてくださって継続していくと、

やはりいいこともあれば悪いこともあると。いいことは、やはりずっと地域に密着して、

その地域のこともよく分かって、コミュニティ形成にすごく寄与するのにおいてすごく有

利になると思うのですけれども、一方で、なれ合いといいますか、やはり既存の方々と情

も出てくるでしょうし、融通をしてしまって新しい新規の人たちが入りづらい雰囲気にな

るというのを少し心配しております。 

 新規の利用者の開拓もすごく積極的にやろうとなさっているのですけれども、周知され

たとしても、実際に行ってみて使おうというときに、既存の方々が結構占拠していて入り

づらい雰囲気とかそういうことがなきにしもあらずだと思うのですが、この新規の方々が

使いやすくするような工夫や、何か考えているアイデアというものはありますでしょうか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム（菅本）  まず、新規の方への告知については、この

指定期間も一番最初は知らない方が多いということで、実際この周りにポスティングなど

をしたこともございます。なので、そういった形で、もしくは自治会と連携して、パンフ

レットなどを配布できればいいのかなと考えております。 

 それで、新規の方の利用しづらいという点については、ちょっとお問合せいただいた際
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にでも、今、何曜日の何時が空いていますよというような空き時間のお勧めをするといっ

たことで、今も対応しています。 

○長根部会長  ほかにございますか。 

（なし） 

○長根部会長  特にないようであれば、これで終了ということにさせていただきます。 

 株式会社千葉マリンスタジアムの皆さん、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］ 

○長根部会長  それでは、委員の皆様は今のヒアリングを踏まえまして、採点をお願い

いたします。 

［採点］ 

○長根部会長  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。 

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

○地域づくり支援室職員  それでは、一部審査項目の採点結果について、高洲コミュニ

ティセンターの採点結果と異なる項目のみ、ご報告を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０．３％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「（３）市内雇用への配慮」ですが、施設従事者の市内在住率が     

８９．７％で、８割以上であったことから３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。 

（なし） 

○長根部会長  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

てですが、「株式会社塚原緑地研究所」の財務状況については、前回の部会で印南委員より

ご説明いただいておりますので、今回は省略させていただきます。 

 評価につきましては、前回の高洲コミュニティセンターと同様の採点が妥当かと思われ

ます。 

 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  どうぞご着席ください。 

 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

いたします。 

 それでは、ご説明お願いいたします。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  皆さん、こんにちは。今日はお願いします。 

 スタッフを紹介します。私は、塚原緑地研究所代表の塚原でございます。 
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 こちらが、鈴木でございます。 

○株式会社塚原緑地研究所（鈴木）  よろしくお願いいたします。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  布施です。 

○株式会社塚原緑地研究所（布施）  よろしくお願いいたします。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  それから、中山です。 

○株式会社塚原緑地研究所（中山）  よろしくお願いします。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  それから、西崎です。 

○株式会社塚原緑地研究所（西崎）  よろしくお願いします。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  よろしくお願いいたします。 

 では、ご説明させてもらいます。 

 当社は、高洲コミュニティセンターと真砂コミュニティセンターの二つの施設の指定管

理者を申請いたしました。二つの施設を申請した理由をご説明いたします。 

 一つの施設を管理運営するよりも、二つの施設を管理運営することが効率的であります。

事例を申し上げますと、私たちは千葉ポートパークと千葉ポートタワーを運営しておりま

す。千葉ポートパークは、面積２７ヘクタールの広大な公園でございます。その中に千葉

ポートタワーがございます。 

 以前は、それぞれ別々に管理運営されておりました。当社が両施設を一体に運営するこ

とによりまして、大きな効果が上がっております。両施設の利用の促進にとどまらず、千

葉みなと地区全体のにぎわいの創出に貢献しております。 

 茨城県神栖市には、市有の入浴施設が二つあります。６年前に当社が一つの施設の管理

運営を始めました。利用者数が大幅に増えて黒字転換がなされました。この実績を評価さ

れまして、今年度からもう一方の施設も任されております。当社が、神栖市からの二つの

入浴施設を管理運営しています。二つの施設を連携することによる効果が期待されており

ます。 

 高洲コミュニティセンターと真砂コミュニティセンターとを運営することによって、人

や機材の効率化が図れます。自主事業の各運営方のノウハウの共有化も図れます。両施設

が連携して活動することによって、美浜区全体のコミュニティ活動のよい結果を及ぼすと

考えております。 

 二つ目、財務についてご説明いたします。 

 当社の財務について、大変ご心配をかけておりまして、これについて説明させていただ

きます。 

 今日、他市の事例を少しご紹介したく、資料を持っていますが、これは配付することは

可能でしょうか。 

○地域づくり支援室職員  「提案書」以外の資料配付は禁止です。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  では、申し上げますと、市原市、これはこのたび

道の駅の次期指定管理者の募集をしまして、選定結果を公表しました。当社が指定管理者

の候補者に選定されました。全体で１２０点の中で、当社は９３．８点、１００点に換算

しますと７８．０点という好成績をもらっています。 

 その中に財務の項目がございまして、経済的な安全性があるなという項目がございます。

こちら、５段階の中で４という評価をもらっています。優秀であると。そういったことが
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ありまして、私どもとすれば、十分に財務的にできるというふうに考えております。 

 新型コロナウイルス感染拡大は、企業の経営に非常に重大な大きな影響を及ぼしており

ます。企業は、この危機を克服するために、今、懸命の取組みを行っています。当社の取

組みの二つをご紹介します。 

 一つは、雇用調整助成金でございます。私は、経営者の最も大切な仕事は社員とその家

族の生活を守ることと考えております。当社は、大変厳しい経済状況ですけれども、コロ

ナを理由にした解雇、雇い止めを１人も行っておりません。３３０人全員の社員の雇用を

維持しております。その代わりといいますか、国の制度を利用しまして、雇用調整助成金

を申請しております。これを受け取ることができます。 

 もう一つは、損失補償です。コロナ禍のような不可抗力が起きた場合に対して、指定管

理者は行政とリスク分担の取決めを行っております。不可抗力が原因で損失や損害が生じ

た場合、自治体や施設によっては異なりますけれども、行政が全額負担するという場合と、

両者の協議によるという場合とがございます。私どもは、損失補償について、行政と協議

を行っておりまして、合意ができればこれを受け取ることができます。この二つの収入が

見込まれますので、私は大幅な赤字は避けられると考えております。 

 ３番目、避難場所ですけれども、コミュニティセンターは災害時の避難場所になります。

これについて説明します。 

 当社は、以前、千葉市ユースホステルの管理運営を行っていました。ユースホステルは、

千葉市の避難場所に指定されていましたけれども、東日本大震災のときには市民が避難し

てくることはありませんでした。しかし、東京電力福島第二原子力発電所の放射能漏れ事

故のために被災地の住人が大量に避難しました。この避難者を全国で受け入れようとなり

まして、千葉市は当時市内に二つの公共の宿泊施設がありました。その一つがユースホス

テルでありました。当社は、千葉市の要請に基づきまして、ユースホステルを休館して福

島県の被災者を受け入れた実績がございます。 

 ４番目、自主事業です。 

 当社は、様々な公共施設を管理運営しています。これらの施設で地域の方々を対象にし

て、多様な事業を行っております。文化講座、体験教室、料理教室、健康づくり教室、ス

ポーツ教室などの講座や教室、音楽会とか、落語会、更には千葉城さくら祭り、千葉湊大

漁まつりなどの大型のイベントなど、豊富な実績を持っております。これらの活動を通し

まして、ノウハウを蓄積し、様々な分野の専門方のネットワークをつくってきました。こ

れらのノウハウとネットワークを活用しまして、施設の自主事業を確実に実行することが

できます。 

 私たちは、様々な公共施設の管理運営を通して、多くのことを学んできました。蓄積し

た経営ノウハウを活用して、施設の利用促進に取り組んでまいります。美浜区の地元企業

として、美浜区民にとって重要な施設の利用を促進して、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。どうか、よろしくお願い申し上げます。 

○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はございますでしょうか。 
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○横山委員  これはすべての管理運営の大前提となろうかと思いますが、真砂について

よくご存じだと思いますけれども、地域性であるとか、住民性、利用者の層とか、どのよ

うな把握をされていますでしょうか。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  真砂・磯辺地区は、高洲コミュニティセンターに

比べますと、まず、このコミュニティセンターの立地条件が住宅地であるという、高洲は

商業地区ですから、そういった意味でいうと、なかなか人が集まりにくいというか。 

 それから、駅から遠いということがあります。真砂地区、磯辺地区に関しましては、商

業施設とか、工業施設はありませんので、純粋に勤労世帯であります。多くが働くところ

は区内というよりも東京とかといったところに多いものですから、割と地域、特に男性、

男性は地域に根差していない方々が多いと言われます。 

 さらに、入居してから４０年ぐらい経っていますから、非常に高齢化が進んでいます。

その一方で、若い世代が少ないという、そういった地域ではあるかと思います。私は、自

分も高齢者ですけれども、高齢者が元気に育てるような、そんなまちにしたいと思ってお

ります。 

 ただ、これから新しいマンション、住宅ができまして、かなりの若い方が入っています。

年寄りばかりのまちに子どもたちの声があって、大変明るくなっていますので、いいこと

かと思いますので、そういう若い人、中年、高年、その方々がほどよく交じり合ったよう

な、そんなふうになるかと思いますので、これから期待しているというか、そういった方々

を対象にしてコミュニティ活動をしていきたいと考えております。 

○横山委員  そういう分析の下、例えば自主事業について、どういったことを重点的に

取り組んでいくのか。この頂いた資料だと、あまり具体的にどんなことをされるのかとい

うのが見えてこない部分がありますので、もう少し具体的に。例えば１ページの絡みでも

民間の事業者に新規事業開拓の能力があるという話がありましたけれど、御社が指定管理

に指定された場合にどういうふうに新規の開拓をされるのかとか、特に自主事業について、

具体的に教えていただきたいです。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  その自主事業の前に、その場合、ご説明させてい

ただきますと、基本的にここの諸室に皆さんが多く来てくださるということが、まず、最

初の仕事でございまして、そのためには、私どもいろいろな施設を引き受けまして、本当

に利用者が減ったところを増やしているのですけれども、基本はやはり私どもの人の心と

いうか、やはり管理する側たちの心が大事でございまして、皆さんと一緒になってやろう

という心構えを持っていると、それがお客様に伝わります。私は、人というのは磁石と思

っております。だから、引きつけ合うような力のある、引きつけ合うような力のある会社、

引きつけ合うような人がいる施設には、もうどんどん人が集まってきます。建物が古い、

新しいはあまり関係ない。そういったものは基本ありますので、皆さんが磯辺、真砂地区

の方々があそこに行ってみようと、行けば楽しいと、人に会える、そういったところを、

雰囲気をまずつくります。 

 さらに、私ども自主的に事業を行いますので、それもそういった意味でいうと、いろい

ろな、さっき言ったような若い人、中年、高年ありますけれども、皆さんが楽しく過ごせ

るような学びとか、体験とか、健康に、そういった機会を提供していきたいと思っており

ます。 
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○横山委員  全く利用していない層に対して、どのようにアピールしていかれるのです

か。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  やはり、そこが一番大事です。私ども自治会で見

ていますけれども、よく利用するサークルがいっぱいいれば、もうほとんど来ない、年１

回の総会しか来ないという、そういった方もいらっしゃるもので、せっかくそういったと

ころがあるので、来ていただきたいのですが、それはやはり強制はできませんし、ですか

らそれはやはり磁石で、あそこに行けば面白いことがある、面白い人と遊べる、交わると

いう、そういうものが大事ですので、やはりみんなが集まりたがるような、そんなふうな

スタッフと、そんな雰囲気づくり、それが私ども、ほかの施設も全部そうです、スタッフ

も心構えていますので、こういったところをやることが一番大事かと思っております。 

○横山委員  ちなみに、自主事業に関しましては、４３ページに、所長さんがその責任

によって企画からすべて実施すると書いてあります。差し支えない範囲で、どういうご経

歴の所長さんを予定されているのですか。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  今のところ、まだこの者が所長になるというとこ

ろまでは決めていないのです。いろいろなことが人事面でありますから、私が心がけてい

るのは、やはり人間性の豊かな、社員にも好かれるし、いろいろな方から好かれるような、

そんなところです。なおかつ、いろいろな事業を企画できるような。 

 実はここにいるのが、千葉ポートタワーの館長ですけれども、今はそれに該当しまして、

いろいろな事業を行っておりまして、利用者数がより増えています。ですから、そういう

人柄、企画力、更には統率力、こういったものを備えた者、そういった者を所長に据えた

いと考えております。 

○横山委員  ありがとうございました。 

○長根委員  私のほうから、知名度を高める取組みとして、ＳＮＳによる情報発信に努

めたいというふうに書いてあると思うのですが、具体的に貴社が管理しているほかのとこ

ろで、ＳＮＳによる発信だとかの実績はあるのでしょうか。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  私は、基本的にやはり公的な組織ですから、ホー

ムページとか、パンフレットとか、あるいは市政だよりとかを扱わせてもらいますけれど

も、それプラス、本当に身近な情報がかなりあるのです。私ども旅館とかをやっています

けれども、ＳＮＳでのツイッターなりというのは、すごい効果があるのです。 

○株式会社塚原緑地研究所（鈴木）  ポートタワーの事例なのですけど、ポートタワー

はもともと広告を行うのに、ＳＮＳはフェイスブックを使っていました。フェイスブック

のほうは、拡散力がないということで、ツイッターに大本を今、設けています。ツイッタ

ーだと、やはり興味のある方がどんどん寄ってきてくれるという事例があったり、一昨年

にはポートタワーのほうが、利用者の方があの形が定規に見えるということで、俗に言う

バズる、大体１０万リツイートぐらいきて、そのときは利用者の方にばっと来ていただき

ました。それをうまく活用しながら集客にはつなげていけると考えています。 

○株式会社塚原緑地研究所（塚原）  オフィシャルなだけではなくて、やはりそういっ

た電子空間のネットワーク、利用者同士で、こんなことがあったとなります。意外と集ま

ってくるのです。やはりそういったところを目指したいと思っております。 

○長根部会長  ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
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（なし） 

○長根部会長  これで質疑は終了させていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

［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、一部審査項目の採点結果について、高洲コミュニ

ティセンターの採点結果と異なる項目のみ、ご報告を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」の欄をご覧

ください。 

 まず、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１．９％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「（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。 

 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） 

○長根部会長  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

てですが、千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体の財務状況につきましては、

前回の部会で印南委員よりご説明いただいておりますので、今回は省略させていただきま

す。 

 評価につきましては、前回の高洲コミュニティセンターと同様の採点が妥当かと思われ

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。 

 入室をお願いいたします。 

［千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体 入室］ 

○長根部会長  どうぞご着席ください。 

 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、最大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いたします。 

 それでは、ご説明お願いいたします。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  ありがとうございます。 
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 それでは、まずはご挨拶を申し上げます。 

 私、京葉美装社長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、そして、京葉美装指定管理部の幕張コ

ミュニティセンター所長を務めます森、そして、ＮＰＯまちづくり千葉の樫浦専務理事、

そして、ＮＰＯはぁもにぃの長浜理事長でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 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、このような地元４法人

で構成するグループでございます。 

 構成法人の概要につきましては、高洲コミュニティセンターと同じですので、省略させ

ていただきます。また、ほかの部分についてもできる限り重複を避けてご説明申し上げま

す。 

 まず、「事業提案書」の４ページをご覧ください。 

 実績ですけれども、代表法人の京葉美装は、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に選定いただいており、選定委員や市民の皆さんのご期待に応

えるべく、職員が一丸となって管理運営に取り組んでおります。新型コロナルウイルスに

よる利用キャンセルが続出したにもかかわらず、４施設すべてにおいて稼働率目標は市と

お約束した数値目標を達成しております。来年度以降もウィズコロナの中で実績を上げる

ことは決して簡単ではございませんけれども、「事業提案書」に記載した事項は、選挙でい

えば公約であり、指定管理者に選定いただければ真砂コミュニティセンターでも不退転の

覚悟で取り組みます。 

 続きまして、１３ページをご覧ください。 

 専門職員の配置ですが、施設に配置する２名の設備担当職員に加え、維持管理に関する

優れた技術や豊富な経験を有する専門家集団がバックアップすることで、高い業務水準を

確保します。当グループの京葉美装は、コミュニティセンターの維持管理業務を、効率的

かつ効果的に実践するため、本社の技術スタッフに加え、市内の協力企業に在籍する優れ

た技術や専門的資格等を保有する人材にも参画いただき、維持管理チームを編成していま

す。１４ページに維持管理チームに所属する社員が保有する主な資格を記載していますが、

施設に配置する職員が行う業務に加え、これらの豊富な人材による迅速なバックアップが

可能なことが市内法人で構成する当グループの強みの一つです。 

 なお、１４ページの記載は資格のみを記載しておりますが、維持管理チームには、例え

ば千葉市消防局ＯＢなど、行政的な視点や豊富な業務経験を持つ社員も在籍し、各コミュ

ニティセンターの自主点検なども実施しています。 

 続きまして、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、安全で安心な施設環境を整備するため、毎年１００万

円の修繕費を確保するとともに、加えて太陽光発電装置の導入などの提案設備工事予算と

して年２００万円、合計３００万円を確保いたします。 

 京葉美装が管理運営する幕張、畑コミュニティセンターでは太陽光発電装置を設置し、

千葉市に寄贈させていただいており、当施設でも導入を提案いたします。災害等による停

電時の電力確保はもとより、電力料金の削減にも効果が期待できます。 

 なお、京葉美装は一級建築士事務所であり、かつ建設業であることから、工事に伴う構

造計算、安全性の確認、屋上防水工事に悪影響を及ぼさない手法の検討など、自社ででき
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ることが高品質かつ低価格で導入できる理由でございます。 

 続きまして、１８ページをご覧ください。 

 設備の管理方法ですが、まず点検体系を整備します。具体的には職員がチェックリスト

等に基づき実施する日常点検、法令や仕様書等に基づいて定期的に実施する定期点検、災

害発生後に設備等の安全性を確認する臨時点検、ほかの施設での事故発生時に同様の事故

発生を防止するための緊急点検の４種類の点検を体系的に行います。 

 特に、ほかの施設の事故事例を安全管理に生かすことに努めており、例えば大阪で照明

支柱が倒れ、小学生が重症を負う事故が発生した際には、京葉美装が管理運営するすべて

の施設の支柱の緊急点検を行い転倒のおそれがないことを確認しております。 

 続きまして、少し飛びますけれども、３５ページをご覧ください。 

 利用促進策ですが、先日、高洲コミュニティセンターでご説明したサービス向上策とほ

ぼ同じ内容を真砂コミュニティセンターでも実施するほか、積極的に情報発信を行うこと

で、設定した利用者数や稼働率の目標を達成いたします。具体的には、リーフレットやコ

ミュニティ通信を発行するとともに、３６ページに入りますが、地元法人のネットワーク

を生かし、市内の各事業所、施設、団体などに無料で設置していただきます。また、ホー

ムページに加え、ツイッターやインスタグラム等のＳＮＳを活用するほか、市長にもご出

演いただきご好評の千葉コミュニティＴＶやケーブルテレビＪ：ＣＯＭ千葉つながるニュ

ースでの人気番組、コミュニティセンター通信でのイベント紹介やサークルにもご出演い

ただく映像による情報発信も積極的に実施いたします。 

 続きまして、３７ページですが、コミュニティセンターのビジョンである市民の連帯感

の醸成を達成するためには、市民の管理運営への参画が不可欠であるとの考え方の下、京

葉美装が管理運営する４施設ではボランティア登録制度を設けています。自主事業での会

場準備、講師補助など、希望業務が発生した際に電子メールで連絡し、都合がつく場合に

ご参加いただきます。担当施設共通の登録制度なので、ほかの施設利用者の交流促進にも

つながるものと考えております。 

 続きまして、４２ページをご覧ください。 

 市からの事業実施受託業務の真砂コミュニティまつりですが、当グループが事務局を担

当、今までのノウハウを活用し、サークル活動体験コーナー、警察、消防、民間企業など

にご協力いただく新規諸団体イベントコーナー、健康コーナーなどを新設し、一層の充実

を図ります。また、４３ページに入りますが、ビジネスコーナーとしてドローン体験など

を開催し、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につなげます。 

 次に、４７ページをご覧ください。 

 自主事業ですが、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

る事業として、アロマテラピー教室、テレワーク体験など、また、障害者の利用促進する

事業として車椅子でも参加可能な体操教室などを実施します。 

 また、４８ページに移りますが、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、コミュニティ活動に興味が少ない方の来館のきっかけづくりとして、モノレール祭り

サテライト、加曽利貝塚巡回展など、多世代間交流や地域の連帯感の醸成を図る事業とし

てみつばちプロジェクト等を開催します。 

 さらに、４９ページに入りますが、千葉市制１００周年記念事業、千葉氏開府９００年
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事業、また、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」、子ども食堂、３・１１福島復興支援、北朝鮮拉致被害者横田め

ぐみさん写真展など、真砂コミュニティセンターでも開催します。加えて、日本サッカー

協会夢フィールド稲毛海浜公園の指定管理者などと、近隣施設とも連携し、千葉市民の交

流を図る事業も展開します。 

 最後に、５８ページの障害者雇用についてですが、積極的に雇用を促進いたします。ま

た、京葉美装は近隣の千葉市高等特別支援学校の応援企業でもあり、同校の第１期卒業生

を受け入れ、現在、穴川コミュニティセンターで５年間のすばらしい清掃設備担当として

の勤務実績がございます。当施設に選定がかないましたら、穴川コミュニティセンターの

大規模改修による休館を契機に、彼は当施設へ異動し、同校との窓口として後輩の職場体

験の受入れや指導にも当たっていただくようにしたいと考えます。 

 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。ご審議をよろしくお願

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はございますでしょうか。 

○長根委員  私のほうから、「提案書」様式第１９－２号の５５ページに井戸の設置工事

の話が出ていたと思うのです。敷地内に井戸を掘削してという話だと思うのですけれども、

これはやはり千葉市の許可を得て掘るということですよね。 

 それと、費用負担は、そちら共同事業体で行うのかということと、やはりすごく重要な

事業だと思うのですけれども、安全性ですか。給水とありますけど、飲み水として使うつ

もりなのかとか、あとは、トンネルの工事のせいで地盤沈下が起きてしまってというとこ

ろに、特に美浜区はちょっと地盤がそんなによろしくないので、そういった安全性とかの

点に鑑みてどう捉えていらっしゃるのかなということをご説明いただければと思います。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  ありがとうございます。 

 井戸の設置に関しては、当然、私ども提案設備工事の中で消化する予定でございます。 

 また、安全性に関しては、現在、各当社の４センターの中で、花見川区の２施設は現地

調査をさせていただいているのですけれども、掘ってみないと飲めるかどうかは、また、

その後の、また滅菌装置とかいろいろな対策になるのですけれども、取りあえず掘って、

生活用水、身体を洗ったり、洗濯をしたり、そういったものは最低確保したいというふう

に考えております。 

 また、地盤沈下等の安全に関しても当然、何百も事例がある井戸専門事業者との打合せ

も行っておりますので、当然、その場所の安全性とかは確認の上、また、市と了解の上、

削孔のほうには入る予定でございます。 

○長根委員  これまでそういった実績はあるのでしょうか。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  私ども千葉市内の水道会社さん、複数社のほうと打合せ、

協議して、その実績のある会社さんと打合せを進めて、私どもの幕張、畑の２か所で現地

調査等をしてもらっています。 

○長根委員  では、実際に京葉美装さんを含め、これまで受けてきた指定管理の施設に
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おいては、まだ井戸を掘った実績というものはないということですか。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  当社の中ではございませんけれども、業者としてはもう

数多くの実績があるということでございます。 

○長根委員  分かりました。 

○長根部会長  ほかに何かございませんか。 

○三山委員  井戸水の話なのですけれども、高洲とか、こちらの地域の中で塩分の問題

と、細菌の問題があって、飲み水には適さないような話を聞いたことがあるのですけれど、

その辺りの対策はどういうふうにお考えですか。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  ただいま申しましたとおり、掘ってその水質検査をして、

健康に害するものでなければ、滅菌をした上で飲み水、また、その実現、ちょっとまずい

なということでしたら、最低の生活用水ということで考えております。 

○長根部会長  ほかにございますか。 

○鶴岡委員  ２点、よろしゅうございますか。 

 １点は、達成率で、今、管理なさっていらっしゃる畑のコミュニティセンター、大変、

利用率が低いですね。原因は何なのか、それとも、今度、高洲と真砂を管理なさるので、

その利用達成率みたいのはどのぐらい見込んでいらっしゃるのか、その辺りをまず１点教

えていただきたいのと、それから、自主事業で大変面白いものをつくっていらっしゃるの

ですけれども、体験した方の声などがどんなものなのかを教えていただければと思います。 

○横山委員  関連してよろしいですか。今、委員がおっしゃられた１点目のところに関

してなのですけど、他施設で、これは他区の部会でも同じことを伺ったのですけれども、

それぞれ管理されている施設で達成率を上回ったという実績がおありですけど、それを達

成できた理由というか秘けつというか、それがあれば教えてください。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  ありがとうございます。 

 まず、畑コミュニティセンターのほうですけれども、千葉市内でも低いほうの稼働率と

いうことは認識しております。ですが、市とお約束した目標ということで、私どもが指定

管理に入る前の数値よりも伸ばせていただいていますし、今後もトライ・アンド・エラー

で、最初から高い目標ということでなく、やはり上昇曲線に合わせていろいろな試行錯誤

をしながらやっていくと。 

 あと、畑の分析としましては、立地がほかのコミュニティセンターと比べて一方通行で

しか入っていけないとか、いろいろな地元の方が特に、特定な少数の方の利用が多いので

はないかなということが考えられますので、現在は、いろいろな不特定多数の方が利用で

きるような仕組み、例えば新しい事業として千葉市のコミュニティセンターでは初めてだ

と思うのですが、フットサルの利用とか、そういったものの需要を喚起したり、あと、地

元のスマホショップと連携したスマホ教室とか、そういったもので、我々のコミュニティ

センター以外からも発信をしていただけるように、そういったイベント、そして、あとは

どちらかというと、カルチャー教室だとちょっと敷居が高いですけれども、気軽に参加い

ただけるような、例えば石けん教室とか、蜂蜜のいろいろなものを使った料理教室などは、

先生がいるお弟子さんのデビューする事業の場所としても有効に利用していただいていま

すので、そういった部分での生き残り策というか、そういったものを畑コミュニティセン

ターでは今、展開しています。 
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 また、自主事業の展開の中で、体験者の声というのは、やはり横田めぐみさんの写真展

とか、そういったものは、千葉市のコミュニティセンターでこんなことをやってくれるの

ですかということで、本当に東京まで行かないと見られないと思ったとか、割と千葉市の、

「え、こんな、千葉市のここでやってくれるのですか」というような、我々もそういった

千葉市民の地元の方の驚きの声を喜びの声に変えて、そういったことを展開させていただ

いています。 

 例えば、ヘルマンハープ教室とか、ヘルマンハープ講演会などは、やはり大阪とか東京

に行かないと見たことも、聞いたことも、触れたこともないような楽器を、やはり新聞と

か、私も拾って、誘致してサークルをつくったり、そういったものは地域の人に喜んでい

ただけるのではないかなということで、「ああ、こんな千葉でこんなことを体験できるの、

こんなことが見られるの」ということを、驚きを喜びに変えるということをテーマとして

います。 

 また、ほかの施設で稼働率を上回るというのは、我々、毎月、所長会議を実施していま

す。その中で、例えば各部屋ごとの稼働率を各センターごとで発表する機会を設けていま

す。そうすると、例えば穴川コミュニティセンターは多目的室がもういつもフルなのです

ね。では、どういったサークルが使っているのですかとか、そういったことで毎月、毎月、

稼働率、そして施設利用料の報告会を毎月、所長会議の中で展開して、有効なものを自分

のところで、不利なところは有効に活用しているところをまねして引っ張っていきたい。

あとは、そういったサークルとかも、自主事業とかサークルも穴川にあって畑にないとか、

そういったサークルを誘致していきたい、そういう形の活性化を図っております。 

○長根部会長  ほかにございますか。 

○横山委員  個人的には、６ページ辺りですか、営業担当を設置されるということで、

前回もお話伺いました。ただ、前回のお話、どちらかというと事業を提供するに際して、

そういう他の企業とも連携して新しいことを提供すると。提供する側の話だと思うのです

けど、そうではなくて、私が聞きたいのは、利用者側の掘り起こしとしてどういう営業を

お考えなのかということです。例えば、学校とかに出向いて行って、何か、誘致活動をし

ていただくとか、そういうことがあろうかと思いますが、具体的に何かアイデアがあれば

教えてください。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  私どもで強みとして生かしているところは、やはり近隣

の諸施設、そういったところです。例えば小学校でも去年の７月には、１年ちょっと延期

になってしまったのですけど、東京五輪の１年前イベントというものをやらせていただい

たり、あとは、そのときに小学校の校長先生を巻き込んで主催者側になっていただくとい

うことで、小学校のご父兄の方とか、おじいさん、おばあさんなども来ていただいたり、

あとは、今、幕張で新たにまたやっている内容をご紹介します。 

○株式会社京葉美装（森）  幕張コミュニティセンター所長をさせていただいておりま

す。 

 今、幕張南小学校の放課後教室のお手伝いをさせていただこうというのを進めていまし

て、これはどういうことかというと、学校の教頭先生が中心になってやられていたものを

私どもがお手伝いをして、来館いただくサークルの中から先生を探して、その先生に新た

な教室を放課後教室としてやっていただくという取組みを進めていまして、これを１１月
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の中旬以降から何とかやろうかということを考えています。そういった地域の小学校、あ

るいは中学校でも職場見学とか、そういうことをやらせていただいて、来ていただいて、

その中で輪を広げていくというような取組みを進めさせていただいております。 

○株式会社京葉美装（国𠮷）  あと、新たな切り口として、やはり夜の稼働率が低いも

のですから、夜に開いている部屋を利用して、夜の映画上映会ということで、今ちょうど

私どもが取り組んでいるのは、銚子電鉄さんの上映、「電車を止めるな！」という笑いとホ

ラーの映画をやっているのですけれども、そういったもので稼働率も上がるし、施設利用

料も入ってくる、あとは来る方にとっては千葉市ですけれども、千葉市は県庁所在地とし

てやはりオール千葉の兄貴分ですので、調子、館山の全部のやはり気を使っていくべきだ

と思っていますので、銚子電鉄の応援という形で、もう千葉市で、銚子電鉄の応援が見ら

れるのですねということで、こういったものも、あとは大学のそういった英語サークルさ

んなどの声もありますし、そういった地元の大学とも連携した、今、コミュニティカフェ

というのを始めているのですけれども、そこでも千葉大学さんと来週打合せする予定です。

新しい商品開発、フェアトレードカフェにまつわって、そこでまた授産施設でのクッキー

を大学生が広告を作ったり、パッケージを作ったり、商品価値を上げて、コミュニティカ

フェで販売していると。千葉市がこれからコミュニティフェアトレードタウンとして手を

挙げていくのではないかという動きに合わせて、我々も市民を巻き込んだ活動にしていき

たいというふうに考えております。 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 ほかに何かございますか。 

（なし） 

○長根部会長  これ以上質問がないようですので、ここで締め切らせていただきます。 

 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］ 

○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、採点をお願いい

たします。 

 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。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いたします。 

○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」が３枚ございますので、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。順に読み上げます。 

 まず、株式会社千葉マリンスタジアムは、総得点が１１５．２点でございます。 

 次に、株式会社塚原緑地研究所は、総得点が９５．８点でございます。 

 最後に、千葉市コミュニティセンターまちづくり共同事業体は、総得点は１１１．０点
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でございます。 

 なお、塚原緑地研究所につきましては、「集計表」を見ていただきますと、上から三つ目

の、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、そしてお一人の委員が「Ｅ」評価をしておりますので、この後の意見

交換で失格とするかどうかについて協議をして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。 

○長根部会長  それでは、事務局からご報告いただきましたとおり、集計結果はこのよ

うになりました。 

 塚原緑地研究所に関しまして、過半数の委員が「Ｄ」評価、また１人の委員が「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、委員の皆様からご意見

をいただきまして、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  前回の高洲コミュニティセンターと同じで良いと思います。 

○長根部会長  では、確かにこういう評価ではありますけれども、そもそも最下位です

し、直ちに破綻するほどの経営状況ではありませんので、失格にはせずに、素直にこの評

価をしていければなと思います。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。 

 では、当該申請者につきましては、大項目２の（２）の項目において、過半数の委員が

「Ｄ」の評価、また１人の委員が「Ｅ」の評価をしたものの、最下位であり、直ちに破綻

するほどの経営状況でもありませんので、失格にする必要はないというふうに判断いたし

ました。 

 それでは、この結果をもちまして、千葉市美浜区真砂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順位は、第１順位株式会社千葉マリンスタジアム、第２順位千葉

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、選定理由につきまして、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、また、千葉マリンスタジアムに対する意見など、具体的

なご意見をいただきたいと思います。 

 何かございますでしょうか。 

○横山委員  前回同様ですけれども、安定した堅実な経営ができるというところが、プ

ラスポイントだと思います。 

 他方、これも前回と同様ですけれども、やはり長期にわたって指定管理している弊害と

いうのもあろうかと思いますので、今回の提案以上の魅力ある企画、事業を実施していた

だきたいという附帯意見をすべきかと思います。 

○長根部会長  ありがとうございます。 

 ほかに、提案内容における優れている点、工夫、又は附帯意見はございますでしょうか。 

［取りまとめ］ 

○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」を確認いたしま



 

―２２― 

すと、総得点が最も高いものであったということ、特に安定的な経営が期待できるという

点において優れていた。 

 また、附帯意見としましては、長期に受託していることによる弊害が出ることのないよ

うに事業内容を工夫することということが述べられました。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○長根部会長  では、これを踏まえて、私と事務局と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。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○長根部会長  それでは、千葉市美浜区真砂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。 

 美浜区真砂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１の「千葉市美浜区真砂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。 

 次に、議題２の「今後の予定について」、事務局より説明をお願いいたします。 

○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。 

 黄緑色のファイルの資料５をご覧ください。 

 第３回と第４回の部会の報告につきましては、長根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。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○長根部会長  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） 

○長根部会長  それでは、次に、議題３の「その他」について、事務局から説明をお願

いいたします。 

○地域づくり支援室職員  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

すか。 

（なし） 

○長根部会長  では、最後に、全体を通して、委員の皆様からほかにご質問、ご意見は

ございますでしょうか。 

（なし） 
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○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、すべて終了いたし

ました。ありがとうございました。 

 では、事務局にお返しいたします。 

○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。 

 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４回美浜区役

所部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、お忙しい中ありがとうございました。 

 


