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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１回スポーツ部会議事録 

 

１ 日時：令和２年６月２９日（月） ９：３０～１６：００   

 

２ 場所：千葉市中央コミュニティセンター ６階 音楽室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

横山 清亮委員（部会長）、小野寺 浩一委員（副部会長）、内山 英昭委員、 

小川 直哉委員、谷藤 千香委員 

（２）事務局 

那須生活文化スポーツ部長 

小名木文化振興課長、吉野文化振興課長補佐、榎本主査、瀬戸山主任主事 

山﨑スポーツ振興課長、笠井スポーツ振興課長補佐、堀主査、青野主任主事 

植木公園管理課長、林主査、加藤主任技師 

大八木花見川区地域振興課地域づくり支援室長、太和田主査、荒木主任主事 

富永主事 

 

４ 議題： 

（１）令和元年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価及び総合評価について 

ア 千葉ポートアリーナ 

イ 千葉市こてはし温水プール  

ウ 千葉市スポーツ施設等 

（ア）千葉市スポーツ施設  

（イ）千葉市都市公園施設  

（ウ）千葉市花見川区花島コミュニティセンター 

（２）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）令和元年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価及び総合評価について 

  ア 千葉ポートアリーナ 

まず、令和元年度の「指定管理者評価シート」について施設所管課から説明の後、

意見交換を経て、部会としての意見を取りまとめ、決定した。  

次に、過年度の評価結果等を踏まえ作成した「指定管理者総合評価シート」につ

いて施設所管課から説明の後、意見交換を経て、事務局案を承認するとともに、次

期指定管理者の選定に向けた意見を、部会として取りまとめ、決定した。  

イ 千葉市こてはし温水プール 

まず、令和元年度の「指定管理者評価シート」について施設所管課から説明の後、

意見交換を経て、部会としての意見を取りまとめ、決定した。  
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次に、過年度の評価結果等を踏まえ作成した「指定管理者総合評価シート」につ

いて施設所管課から説明の後、意見交換を経て、事務局案を承認するとともに、次

期指定管理者の選定に向けた意見を、部会として取りまとめ、決定した。  

ウ 千葉市スポーツ施設等 

（ア）千葉市スポーツ施設 

まず、令和元年度の「指定管理者評価シート」について施設所管課から説明の

後、意見交換を経て、部会としての意見を取りまとめ、決定した。  

次に、過年度の評価結果等を踏まえ作成した「指定管理者総合評価シート」につ

いて施設所管課から説明の後、意見交換を経て、事務局案を承認するとともに、

次期指定管理者の選定に向けた意見を、部会として取りまとめ、決定した。  

（イ）千葉市都市公園施設 

まず、令和元年度の「指定管理者評価シート」について施設所管課から説明の

後、意見交換を経て、部会としての意見を取りまとめ、決定した。  

次に、過年度の評価結果等を踏まえ作成した「指定管理者総合評価シート」につ

いて施設所管課から説明の後、意見交換を経て、事務局案を承認するとともに、

次期指定管理者の選定に向けた意見を、部会として取りまとめ、決定した。  

（ウ）千葉市花見川区花島コミュニティセンター 

まず、令和元年度の「指定管理者評価シート」について施設所管課から説明の

後、意見交換を経て、部会としての意見を取りまとめ、決定した。  

次に、過年度の評価結果等を踏まえ作成した「指定管理者総合評価シート」につ

いて施設所管課から説明の後、意見交換を経て、事務局案を承認するとともに、

次期指定管理者の選定に向けた意見を、部会として取りまとめ、決定した。  

（２）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： 

○吉野文化振興課長補佐  おはようございます。 

 定刻となりましたので、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１回スポーツ部会を開会いたします。 

 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。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます、文化振興課長補佐の吉野と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 まず、本日の会議でございますが、千葉市の情報公開条例第２５条に基づきまして、公

開となっております。 

 ただし、一部非公開の情報がございますので、あらかじめご承知おきのほどよろしくお

願いいたします。 

 また、傍聴人の皆様におかれましては、傍聴人要領に記載されている事項を遵守される

ようよろしくお願いいたします。 

 また、本日は、新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、出入口に消毒液を設置
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しておりますので手指消毒にご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 また、職員はマスクを着用しておりますほか、地球温暖化防止の一環といたしまして、

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へ進めさせていただきます。前回の部会から変更はござ

いませんので、お手元のファイルの資料２「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 ス

ポーツ部会委員名簿」、これをもちましてご紹介に代えさせていただきたいと存じます。よ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、職員につきまして、紹介でございます。 

 まず、生活文化スポーツ部長の那須でございます。 

 次に、千葉ポートアリーナ、千葉市こてはし温水プール、千葉市スポーツ施設を所管し

ます、スポーツ振興課長の山﨑でございます。 

 それでは、開会に当たりまして、生活文化スポーツ部長の那須からご挨拶を申し上げま

す。 

○那須生活文化スポーツ部長  皆様、改めまして、おはようございます。 

 本日は大変お忙しい中、また、朝の早い時間から千葉市市民局指定管理者選定評価委員

会第１回スポーツ部会にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 また、日頃から、市政各般にわたりまして、皆様にご尽力いただいておりますこと、こ

の場をお借りいたしまして、御礼申し上げる次第でございます。 

 皆様、ご承知のとおり新型コロナウイルスの緊急事態宣言を受けまして、本市のスポー

ツ施設をはじめ、各施設が閉館ということになっておりましたけれども、この国の宣言解

除を受けまして、５月末にようやく再開することができました。 

 しかしながら、ニュースでもご存じのとおり、世界では１千万人を超えるような感染者

数と昨日、日本でも緊急事態宣言解除後、最多となる人数を示しております。こういった

中での施設運営をしていかなければならないということでございますが、今後ともできる

限りの感染症対策をして、施設運営に努めてまいりたいと思っております。 

 さて、本日でございますけれども、本部会の対象施設のうち、「ポートアリーナ」、「こて

はし温水プール」及び「千葉市スポーツ施設」、「都市公園施設」「花見川区花島コミュニテ

ィセンター」の昨年度の管理運営に対する「年度評価」についてご審議をお願いするとと

もに、次期指定管理予定候補者選定に向けて、指定期間全体を通しての「総合評価」につ

いても併せてご審議をお願いするものでございます。 

 施設の管理運営をより適正に行うため、委員の皆様方には、豊富なご経験と高いご見識

から、ご意見を賜りますようお願い申し上げまして、冒頭のご挨拶とさせていただきます。 

 本日は、よろしくお願いいたします。 

○吉野文化振興課長補佐  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

きたいと存じます。 

 お手元の青いドッジファイルをお開きいただきまして、まずはじめに、「次第」でござい

ます。続きまして「席次表」、それから「諮問書」でございます。 

 続きまして、インデックスのついているものでございますが、資料１といたしまして、

「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 第１回スポーツ部会進行表」でございます。

資料２は、「スポーツ部会委員名簿」でございます。資料３－１から資料３－６でございま
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すが、「千葉ポートアリーナ」の令和元年度評価に関する資料でございまして、まず資料３

－１が「指定管理者年度評価シート（案）」、資料３－２が「指定管理者年度評価シート補

足資料」、資料３－３でございますが「指定管理者モニタリングレポート」、それから、資

料３－４でございますが「事業計画書」、資料３－５として「事業報告書」となってござい

ます。また、資料３－６が「指定管理者計算書類等」というふうになってございますが、

昨年の選定評価委員会にてご要望がありました関係で全施設分まとめまして、別冊の「計

算書類等ファイル」にまとめてご用意させていただいておりますので別冊のファイルをご

確認いただければと存じます。 

 また、青いドッジファイルに戻りまして、資料４でございます。「千葉ポートアリーナ指

定管理者総合評価シート（案）」でございます。続きまして、資料５及び資料６でございま

すが、「千葉市こてはし温水プール」の年度評価及び総合評価に関する資料となっておりま

す。枝番号につきましては、先ほどのポートアリーナと同様の資料のなっておりますため、

説明は割愛させていただきます。続きまして、資料７から資料１２までございますが、「千

葉市スポーツ施設等」といたしまして、資料７から資料８につきましては「千葉市スポー

ツ施設」、資料９から資料１０につきましては「千葉市都市公園施設」になっています。そ

れから、資料１１及び資料１２でございますが、こちらは「千葉市花見川区花島コミュニ

ティセンター」のそれぞれの年度評価及び総合評価に関する資料ということになってござ

います。枝番号につきましては、先ほどと同様でございますので、割愛させていただきた

いと存じます。 

 また、こちらの施設でございますが、同じ指定管理者による一括管理となってございま

すので、事業計画書等については資料７の「千葉市スポーツ施設」の中に取りまとめて準

備しておりますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 

 続いて、参考資料のほうの説明に移らせていただきます。 

 まず、参考資料１でございますが、「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」、参考資料２といたしまして、「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）」という資料になります。参考資料３でございますが、「部会の設置につ

いて（平成２４年７月２４日 千葉市市民局指定管理者選定評価委員会議決事項）」になり

ます。参考資料４につきましては、「スポーツ部会で審議する公の施設一覧」。それから、

参考資料５でございますが、「千葉市情報公開条例・施行規則 抜粋」でございます。参考

資料６でございますが、「評価の目安（年度評価シート）」でございます。参考資料７につ

きましては、同じく「評価の目安（総合評価シート）」になります。 

 続きまして、参考資料８－１でございますが、「千葉ポートアリーナ平成２８～３０年度

指定管理者年度評価シート」でございます。それから、参考資料８－２は「千葉市こては

し温水プール」の過去の年度評価シートでございまして、参考資料８－３は「千葉市スポ

ーツ施設」、参考資料８－４は「千葉市都市公園施設」、参考資料８－５は「千葉市花見川

区花島コミュニティセンター」に関する過去の年度評価シートになってございます。 

 続きまして、参考資料９－１でございますが、「千葉ポートアリーナに関する市民局指定

管理者選定評価委員会の意見等」でございます。以下、参考資料９－２が「千葉市こては

し温水プール」、参考資料９－３が「千葉市スポーツ施設」、参考資料９－４が「千葉市都
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市公園施設」、参考資料９－５が「千葉市花見川区花島コミュニティセンター」に関する同

様の資料となってございますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 

 以上をお配りしておりますが、不足等ございましたら、この場でお知らせいただければ

と存じます。よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして、会議の成立につきましてご報告させていただきます。 

 本日の出席委員は、全委員出席となっておりますので、千葉市公の施設に係る指定管理

者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

成立となってございます。 

 それでは、これより議事に入らせていただきたいと存じます。 

 これからの議事につきましては、進行を横山部会長にお願いしたいと存じます。よろし

くお願いいたします。 

○横山部会長  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します。 

 議題１の「令和元年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価及び総合評価に

ついて」に入らせていただきます。 

 まず、「年度評価」及び「総合評価」の概要について、事務局から説明をお願いします。 

○小名木文化振興課長  文化振興課の小名木でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、座ってご説明させていただきます。 

 それでは、指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価の概要についてご説明いたし

ます。 

 まず、年度評価についてでございますが、１年間の指定管理者による管理運営を評価し、

現指定期間における管理運営の改善につなげることを目的としております。このため、選

定評価委員会を開催し、委員の皆様からのご意見をいただく機会を設けまして、次年度以

降の管理運営をより適正に行うために実施するものでございます。 

 次に、評価の方法でございますが、まず、市が現地視察・ヒアリングなどを通じて行い

ましたモニタリングの結果や指定管理者による自己評価、指定管理者からの報告書などを

踏まえまして、「指定管理者年度評価シート（案）」、今回の資料では資料３－１に当たりま

すが、こちらを作成いたします。 

 この市で作成いたしました「年度評価シート案」と、指定管理者から提出されました「事

業報告書」、「計算書類等」などの資料を基に、選定評価委員会におきましては、「市の評価

の妥当性」や指定管理者による「施設管理運営のサービス水準向上・業務効率化の方策」

や「改善を要する点」、また、指定管理者の倒産・撤退等のリスクを把握するため、当該指

定管理者の「財務状況」などに対するご意見をいただきます。 

 最終的に、そのご意見などの中から、部会としての意見を取りまとめていただきまして、

そちらを部会長から選定評価委員会会長にご報告いただいた後、委員会会長から市に対し、

答申をいただく形となります。答申でいただきましたご意見につきましては、「年度評価シ

ート」に「市民局指定管理者選定評価委員会の意見」として記載いたします。 

 そして、評価の結果につきましては、指定管理者による管理運営の改善・効率化に向け

た取組を促進するため、当該指定管理者に通知いたしますとともに、選定評価委員会のご

意見を記載いたしました「年度評価シート」を市ホームページ上で公開をいたします。 
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 次に、「年度評価シート」の概要をご説明させていただきます。 

 資料３－１「指定管理者年度評価シート（案）」をご覧いただきたいと存じます。 

 評価シートにつきましては、大きく七つの項目で構成されております。 

 まず、最初に１としまして「施設の基本情報」、２としまして「指定管理者の基本情報」、

１枚おめくりいただきまして、次のページの３として数値目標の達成状況などを記載して

おります「管理運営の成果・実績」。続きまして、４の「収支状況」、１枚またおめくりい

ただきまして、４ページの中段からは、５としまして市による「管理運営状況の評価」、１

枚おめくりいただきまして、６ページには、指定管理者が行ったアンケート調査の結果な

どを記載しております「利用者ニーズ・満足度等の把握」。そして、最後に７番目の「総括」

として「指定管理者による自己評価」、「市による評価」、最後に、委員会から答申していた

だいたご意見を記載しております「市民局指定管理者選定評価委員会の意見」となってお

ります。 

 それでは、恐れ入りますが、４ページにお戻りいただきまして「５ 管理運営状況の評

価」のうち、次のページ、５ページの「（３）管理運営の履行状況」の、「市の評価」につ

いて、加えて説明させていただきます。 

 市の評価は「Ａ」から「Ｅ」までの５段階で行うこととなっておりまして、資料上では、

「Ｂ」が多く記載されておりますが、この「Ｂ」というものは、（４）の上の点線で囲まれ

た部分に記載しておりますとおり、管理運営の基準等に定める水準を上回る優れた管理運

営が行われていたとの評価を示しております。おおむね水準どおりに管理運営が行われて

いた場合につきましては「Ｃ」、水準を満たさない場合には、「Ｄ」ないし「Ｅ」の評価と

なります。 

 この「Ａ」から「Ｅ」までの評価につきましては、資料３－３「モニタリングレポート」

の「確認結果」などを元に、一定のルールに基づき算出した点数を踏まえ行うこととなっ

ております。 

 この算出の詳細については、資料３－２「年度評価シート補足資料」に記載してござい

ます。恐れ入りますが、資料３－２をご覧ください。 

 まず、資料の構成でございますが、左上から「年度評価」欄といたしまして「評価項目」、

その右に「モニタリング」の欄といたしまして、各「評価項目」に対応する「モニタリン

グ項目」、その「基準」、「１・２回目の確認結果」、「年間の点数」がございます。さらにそ

の右に「年度評価」欄として「指定管理者自己評価」、「市の評価」、そして、さらに右の「モ

ニタリング及び年度評価に関する特記事項」欄の構成となっております。 

 モニタリングの確認結果につきましては、上段に記載がございますが、確認結果といた

しまして、基準を上回る管理運営が行われた場合は「◎」、基準どおりの場合は「○」、基

準どおりに管理運営が行われていない場合は「×」と記載します。 

 この「◎」、「○」、「×」といった確認結果は、右の欄「年間の点数」の欄の基準に従い

まして、点数として算出されます。 

 中段の「モニタリング」欄の「１ 市民の平等利用の確保」をご覧いただきたいと存じ

ますが、資料３－３の「モニタリングレポート」の１ページの同じ項目、「１ 市民の平等

利用の確保」の確認結果である「○」がこの補足資料にはそのまま転記されておりまして、

モニタリング結果が「○」の場合は「０点」となりますので、１回目の確認結果である「○」
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の下の欄に点数は「０」と記載されます。２回目のモニタリングの確認結果も「○」でし

たので、同様に「０」が記載されます。そして、その右に、「０．０」となっておりますが、

モニタリング対象期間によって加重平均された年間の点数が入るという仕組みになってお

ります。 

 次に、評価項目「２ 施設管理能力」のうち、モニタリング項目である「（１）人的組織

体制の充実」をご覧いただきたいと存じます。 

 こちらは、資料３－３の「モニタリングレポート」の２ページ目に記載されております

「（１）人的組織体制の充実」のうち、「イ 緊急時の連絡体制」の結果において、モニタ

リングの「基準」である「施設長：上級救命講習の受講」に対しまして「担当の職員全員

が上級救命講習を受講済み」としてプラス評価である「◎」、確認結果は１回目、２回目共

にプラス評価の基準に加えまして、「初級障害者スポーツ指導員の資格を取得」として基準

を上回る管理運営が行われている確認結果となりましたことから「◎」とし、点数は共に

「２．５」となります。その右の欄にモニタリングの期間に応じて加重平均された「年間

の点数」が入ります。このように評価点から平均値を算出し、その値を集計していきまし

た結果が、「合計」の右側、評価項目の「年間の点数の平均値」が「０．８３点」となりま

す。 

 そして、この「年間の点数の平均値」に応じて、評価項目ごとに「市の評価」が「Ａ」

から「Ｅ」のいずれかに決まる仕組みとなっております。 

 上段の右側にございます「年度評価」の右側の欄、「市」の「評価」欄でございますが、

先ほどの例では「年間の点数の平均値」が「０．８３点」でしたので、「評価の目安」に当

てはめますと、評価「Ｂ」となります。 

 なお、こちらは、あくまでも評価を一定程度統一するための目安でございますので、算

出された結果や管理状況などの優れた点など総合的に判断した結果、最終的な評価を算出

された結果と異なる評価としても差し支えないこととされており、その場合には、「評価の

修正」欄及び「モニタリング及び年度評価に関する特記事項」欄に記載することになりま

す。 

 この補足資料の施設所管課の最終的な評価案が、資料３－１「年度評価シート」の４ペ

ージ、「５ 管理運営状況の評価」のうち、次のページの「（３）管理運営の履行状況」の

「市の評価」欄に転記されることとなります。 

 最後に、施設所管課の評価案については、選定評価委員会の意見を踏まえて修正するこ

とも可能となっておりますので、審議の中で所管へ評価の確認等をしていただければと考

えております。 

 それでは、次に、指定管理者の行った施設の管理に係る総合評価の概要についてご説明

いたします。 

 まず、総合評価につきましては、指定期間の最終年度に実施するものでございまして、

現指定管理者の管理業務を総括し、制度導入の効果、現指定期間における課題や問題点、

現指定管理者のサービス向上に向けた取組みなどを、その後の施設の管理運営の在り方の

検討や次期指定管理者の選定等に活用するものでございます。 

 次に、評価の方法でございますが、まず、市が過年度の評価結果を踏まえて作成しまし

た「指定管理者総合評価シート（案）」、今回は資料４となりますが、このシート案につい
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て、委員の皆様から「市の評価の妥当性」、また「指定管理者制度の導入効果や課題等を踏

まえた制度継続の検討とその改善点」などに対するご意見をいただきたいと存じます。 

 最終的に、いただいたご意見などの中から、部会としての意見を取りまとめていただき

まして、そちらを部会長から選定評価委員会会長にご報告いただいた後、委員会会長から

市に対し、答申していただく形になります。 

 なお、答申でいただきましたご意見につきましては、「総合評価シート」に「市民局指定

管理者選定評価委員会の意見」として記載いたします。 

 また、評価結果につきましては、「年度評価シート」と同様、当該指定管理者に通知いた

しますとともに、選定評価委員会のご意見を記載いたしました「総合評価シート」を市ホ

ームページ上で公開いたします。 

 次に、「総合評価シート」についてご説明させていただきます。 

 資料４「指定管理者総合評価シート（案）」をご覧ください。 

 まず、「１ 基本情報」については、「年度評価シート」と同様の内容になっております。 

 次に、「２ 成果指標等の推移」については、「年度評価シート」の「管理運営の成果・

実績」を、また、次の「３ 収支状況の推移」につきましては、「年度評価シート」の「収

支状況」を、それぞれ、経年で記載するものでございます。 

 続きまして、「４ 管理運営状況の総合評価」でございますが、評価は年度評価同様、「Ａ」

から「Ｅ」までの５段階で行うこととなっておりまして、４ページの下の点線で囲まれた

部分に記載しておりますとおり、おおむね期待どおりの管理運営が行われていた場合は

「Ｃ」を、今回の評価「Ｂ」では事業計画等に定める水準や市の指定管理者に対する期待

を上回る優れた管理運営が行われていたとの評価となります。 

 なお、各評価項目及び「総合評価」の「Ａ」から「Ｅ」までの目安についてでございま

すが、「参考資料７」をご覧いただきたいと存じます。 

 各評価項目及び「総合評価」とも、評価対象期間の各評価の割合を基準とすることとし

ておりますが、冒頭に記載のとおり総合的に判断して評価を決定するものとしております。 

 恐れ入りますが、資料４の４ページにお戻りいただきたいと存じます。 

 「５ 総合評価を踏まえた検討」でございますが、施設への指定管理者制度導入の効果

や課題を整理した上で、今後の指定管理者制度の継続を検討するものでございます。 

 最後に、先ほど申し上げました「４ 管理運営状況の総合評価」のうち、市が判断した

評価欄について、年度評価と同様に委員の皆様のご意見を踏まえまして、評価の修正がで

きるようになってございますので、この後の審議でご意見をいただければと思います。 

 以上を踏まえまして、委員の皆様におかれましては、市の評価が妥当であるかどうか、

本施設において指定管理者制度による運営が妥当なものであるかどうかについてご審議い

ただきまして、今後の管理運営についてのご意見をお聞かせいただければと存じます。 

 説明は以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からのご説明につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。よ

ろしいですか。 

（なし） 

○横山部会長  それでは、各施設の年度評価及び総合評価に移ります。 
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 まず、「千葉ポートアリーナ」の年度評価を行います。 

 ここで、小川委員さんにおかれましては、当該施設の指定管理者である公益財団法人千

葉市スポーツ協会の理事でいらっしゃることから、千葉市指定管理者選定評価委員会運営

要綱第２条に基づき、「千葉ポートアリーナ」の審議及び議決を回避したい旨、申出があり

ました。 

 つきましては、申出のとおり承認してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  退席はされない、このままで、発言されないということで。 

 分かりました。 

 では、「千葉ポートアリーナ」につきましては、全委員５名のうち４名で審議及び議決と

なりますが、半数以上の参加が確保されていますので、会議は引き続き成立しております。 

 では、事務局からご説明をお願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  スポーツ振興課、山﨑でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 説明に当たりまして、新型コロナウイルス感染症対策のためにできるだけ簡略に説明を

させていただきますことをご了承お願いいたします。よろしくお願いいたします。それで

は、座って説明をさせていただきます。 

 「千葉ポートアリーナ」の年度評価についてご説明させていただきます。 

 資料３－１「千葉ポートアリーナ令和元年度指定管理者年度評価シート（案）」をご覧く

ださい。 

 まず、「１ 公の施設の基本状況」についてですが、記載のとおりとなっております。 

 次に、「２ 指定管理者の基本状況」についてご説明いたします。 

 指定管理者は、公益財団法人千葉市スポーツ協会です。管理運営費の財源につきまして

は、指定管理料及び利用料金収入となっております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 「３ 管理運営の成果・実績」についてご説明します。 

 まず、「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」についてですが、まず、利用者数は

２７万６，１８８人で、市が定める目標に対する達成率は１１１％となりました。教室開

催数につきましては、３２回で市が定める目標に対する達成率は１６０％となっておりま

す。 

 「（２）その他の利用状況を示す指標」については、ございません。 

 「４ 収支状況」についてご説明いたします。 

 「（１）必須業務収支状況」についてですが、収入は約２億８，６００万円、支出は約２

億８，４００万円あり、収支は約２００万円の黒字となりました。黒字の主な要因といた

しましては、千葉ジェッツの試合や２年連続となる大相撲千葉場所などの誘致事業により、

利用料金収入が増加したためのものです。 

 「（２）自主事業収支状況」については、収入は約４４０万円、支出は約４７０万円であ

り、収支は約３０万円の赤字となりました。 

 ４ページをお願いします。 

 「（３）収支状況」についてご説明いたします。 
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 必須・業務と自主事業を合わせた総計ですが、総収入は約２億９千万円、総支出は約２

億８，９００万円になり、総収支は約１００万円の黒字となりました。利益の還元につき

ましては、基本協定で定める基準に満たさないため、ございませんでした。 

 「５ 管理運営状況の評価」についてご説明いたします。 

 こちらの評価につきましては、下の四角い枠内に記載してございます、「評価の内容」に

基づき評価をいたしました。 

 次に、「（１）管理運営による成果・実績」についてですが、まず、利用者数は市が定め

る目標に対し１１１％の達成率となり、評価は「Ｂ」としております。教室数・開催数は、

市が定める目標に対する達成率は１６０％、指定管理者が定める目標に対する達成率は１

２８％となり、市設定の目標の１２０％以上の達成及び指定管理者設定の目標も達成した

ため、評価を「Ａ」といたしました。 

 「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」についてですが、提案時と比べると大幅に減少

して約１２％の減となっており、選定時の提案額から１０％以上も削減を達成したため、

市の評価「Ａ」といたしました。 

 ５ページをお願いいたします。 

 「（３）管理運営の履行状況」についてご説明いたします。 

 指定管理者の自己評価と市の評価は同じとなっておりますので、主に「Ｂ」評価とした

項目についてご説明いたします。 

 まず、２、「（１）人的組織体制の充実」についてですが、施設職員全員が上級救命講習

の受講終了、また、初級障害者スポーツ指導員の資格を取得したことを評価し、「Ｂ」とい

たしました。２、「（２）施設の維持管理業務」についてですが、利用者から要望の強かっ

たトレーニング室の機器を更新し、施設設備充実に寄与したことを評価し、「Ｂ」といたし

ました。３、「（１）幅広い施設利用の確保」についてですが、２年連続となる大相撲千葉

場所の開催を実現させたほか、新型コロナウイルス等の影響を受けながら利用者数が目標

を上回ったことを評価し、「Ｂ」といたしました。３、「（３）施設における事業の実施」に

ついてですが、自主事業にて実施する教室数を拡大させ、目標を大きく上回ったほか、東

京２０２０大会に向けたパラリンピック機運醸成のためのパラスポーツ用具の貸出しやイ

ベントの実施に協力し、本市施策に積極的に協力したことを評価し、「Ｂ」といたしました。 

 次に、「（４）市民局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応」についてご説明い

たします。 

 「利用者からの意見を踏まえた対応に努められたい」というご意見に対しましては、ア

ンケートで要望の多かったトレーニング室の器具について新規で購入するなど、利用者か

らの要望や意見の聴取に積極的に努めたほか、「障害者スポーツ等への対応等、引き続き市

の施策へ協力されたい」という意見に対し、パラリンピック啓発イベントや車椅子バスケ

ットボール代表選手の強化練習の受入れを積極的に行うなど、対応に努めました。 

 続いて、６ページをお願いいたします。 

 「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」についてご説明いたします。 

 まず、「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」の結果についてですが、実施時期は、

令和元年９月２５日から１０月３１日の期間で１４０件、令和２年２月２８日から３月３

１日の期間で１０８件、計２回で２４８件の回答をいただきました。アンケート結果につ
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きましては、記載のとおりとなっておりますが、主な項目についてご説明をさせていただ

きます。 

 まず、「施設の満足度」において、メインアリーナ、トレーニング室の満足度は８０％以

上の方が「大変良い」、「良い」と答えています。一方でサブアリーナでは、「大変良い」、

「良い」と答えた方が５０％程度、「普通」との回答が３０％となっております。このため、

サブアリーナについては、満足度向上の余地が多く残されていると思われますので、引き

続き利用者アンケートの結果等を参考にしつつ、サービスの向上に努めてまいります。 

 また、スタッフ対応については、「やや悪い」、「悪い」との回答が０％ですが、「非常に

良い」、「良い」との回答が６５％にとどまっており、こちらも引き続きサービスの向上に

努めていきます。 

 次に、「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」についてご説明いた

します。未解決のご意見は特にありませんが、一番下のトレーニング室の３か月パスポー

トを持っているが、休館期間中に有効期限を過ぎてしまうとのご意見につきましては、パ

スポートの有効期限を延長し、対応することといたしました。新型コロナウイルスの影響

について、長期的な影響を予想されることから、今後も対応を検討してまいります。 

 ７ページをお願いいたします。「７ 総括」についてご説明いたします。 

 「（１）指定管理者による自己評価」につきましては、誘致活動及び観覧可能なイベント

の積極的な情報提供を行うことで市民に対して見るスポーツとして、大相撲を誘致するな

ど普段なかなか見ることのできない迫力のある取組みを間近で観戦する機会を提供し、施

設利用者を多く増加させたとして「Ｂ」と評価しております。 

 「（２）市による評価」についてですが、お配りしている参考資料６の裏面にもございま

すけれども、指定管理者モニタリング評価、マニュアルの「統括評価の目安」に基づき、

評価項目の５０％以上が「Ａ」もしくは「Ｂ」かつ「Ａ」評価が一つ以上あることから、

その目安によると評価は「Ａ」となりますが、アンケート結果などから市が定める水準を

大きく上回る、特に優れた管理運営が行われているとまでの評価に至らないものとしまし

て、「Ｂ」評価にとどめております。具体的には、利用者数については、新型コロナウイル

スの影響により、昨年より減少となったが、目標数は達成しており、教室開催数もおおむ

ね目標を上回っていることから、市が指定管理者に求める水準を上回る優れた管理運営が

行われているものと評価をいたしました。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいま事務局から一通りご説明いただき、「千葉ポートアリーナ」の年度評価につきま

して「評価案」が示されましたが、まずはじめに、市当局の作成した評価の妥当性につい

て及び指定管理者の施設のサービス水準向上、業務効率化の方策、また、改善を要する点

等について、委員の皆様から意見をお聞きしたいと思います。ご質問も含めて、何かござ

いましたらお願いします。 

 小野寺委員。 

○小野寺委員  はじめに、ちょっと事務局に質問させてください。 

 新型コロナウイルスの影響が少なからずあったと思うのですけれども、それにかかわら

ず人数的な目標が達成されているということでしたけれども、影響は限定的だったという
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ことでしょうか。 

○スポーツ振興課職員  今回ポートアリーナに関しましては、比較対象が昨年度３月、

同月比で考えた場合については、大体３万人程度の影響はございます。そうしますと、全

体に占める割合は１１％を超える割合にはなりますので、昨年度比になってしまいますが、

１３％程度の目標への影響は実際出ているという状況にはなります。 

○小野寺委員  ありがとうございます。 

○横山部会長  前提として確認したいのですけれども、クローズしたのは３月入ってか

らですよね。 

○山﨑スポーツ振興課長  ポートアリーナにつきましてはメイン・サブアリーナでは、

緊急事態宣言までは閉鎖はしておりませんでした。トレーニング室のみ、密接ということ

で３月３日から閉めていたというような状況でございます。 

○横山部会長  自粛していますね。 

○山﨑スポーツ振興課長  もちろんです。 

○横山部会長  形はどうであれ運営していない。３月からですよね。メインアリーナも

３月の頭に空手の大会か何かが入っていて、それ以降はずっと中止している。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうです。 

○横山部会長  ですから、自主的には３月入ってから、３月初めはちょっとやったけれ

ども、それ以降は何も入れない状態だったという理解でよろしいですか。 

○山﨑スポーツ振興課長  はい。 

○横山部会長  分かりました。 

○小野寺委員  それを前提で、まず、資料３－１の「年度評価シート」の２ページ一番

上、「３ 管理運営の成果・実績」のところで利用者数、スポーツ教室開催数共に目標を上

回っている実績を出しているということ。 

 それから、その下の「４ 収支状況」以下のところでも管理費、修繕費などを削減がで

きたということで、予算の管理改善もいい結果が出ているのかなというところで、４ペー

ジの「５ 管理運営状況の評価」、こちらは数字が達成しているということなので、市の評

価、利用者数、「Ｂ」、一つ「Ａ」、これはこのとおりで妥当ですね。 

 それから、その下の「（２）経費削減への寄与」も１２％縮減したということなので、こ

の下の目安のところで１０％以上の削減なので、「Ａ」ということでこれもまた妥当かと思

います。 

 ５ページの「管理運営の履行状況」についても、先ほど説明いただいたとおりで、指定

管理者の自己評価と市の評価も一致していて、内容的にも妥当かなと思いました。 

 また、一番最後、７ページの「総括」の評価のところも本当は目安からすると「Ａ」な

のかもしれないということですけれども、特に優れたというよりは、優れたという判断を

されて、「Ｂ」ということにされたということでしたけれども、それも妥当な評価かなと思

います。 

 あと、指定管理者に望むこととしては、アンケート結果を今回おおむねよい内容でした

ので、引き続き利用者の要望に応えながら適正な管理運営をやっていただければいいのか

なと思います。 

 以上です。 
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○横山部会長  ありがとうございます。 

 ほかにご質問等ございますでしょうか。 

 ちょっと私のほうから質問させていただきたいのですが、資料３－１の４ページの一番

下、５の（２）に関してです。「市の指定管理料の支出の削減」で「Ａ」評価をつけていま

すが、これは例えば３ページの支出、４の（１）の支出状況計画比で言うと予算超過にな

っているわけですよね。計画以上の支出があるということですので、こういうところは、

何ですか、全く評価しないのですか。手放しで「Ａ」というふうに喜べるような数字なの

か。これは年度評価ですので、やっぱり直近の計画されたものについての評価というのが、

当然必要となってくると思うのですけれども、その辺り事務局はどうお考えですか。 

○スポーツ振興課職員  お答えさせていただきます。おっしゃるとおり、年度ごとに計

画等に比較という視点は必要です。今回の評価につきましては、この下の評価と方法、目

安について書かれているとおり、選定時を対象として、その後どうなったかということで、

比較するのが一般的な目安となります。例えばここ数年にわたる修繕の実績に基づいて年

度協定の金額については、協議していますが、随時、修繕というのは、発生し得るもので

すので、当初はリスクを勘案した原案をいただいて、それに対して年度ごとに状況に合わ

せて、修繕費の決定を行うということになります。なので、提案時よりは計画をつくる段

階で直近の実績に応じてここまでは恐らく修繕はしないだろうと見越していた状況にあっ

たにもかかわらず、たまたま予算を超えて執行しているというような状況でございます。 

 これを悪い評価とするのか、それともわざわざ積極的に修繕していているものについて、

これをマイナス評価とすべきか、判断することは難しいところですが、今回は目安に従っ

て評価させていただきました。 

○横山部会長  分かりました。ありがとうございます。 

 ほかにご質問等ございますか。ご意見はいかがでしょうか。 

 谷藤委員。 

○谷藤委員  市の評価に関しては、先ほどのご説明で納得だなというふうに思いました。

評価のところも本来「Ａ」であるところを「Ｂ」という話も妥当かなと思っていまして、

そのときのアンケートによりというところがあったのですが、そのアンケートのところで、

ちょっと施設の清潔感辺りが、上のほうを見るとおおむねよい評価という、６割とか、８

割とか、そういう感じなのですけれど、やや汚いというのがちょっと目立つかなと。 

 近年、それをこのぐらいのちょっと不満みたいな人たちの声が大きくきてしまうので、

そこはちょっと改善してほしいなと思いますので、それも含めて評価に関しては「Ｂ」と

いうことと、その辺もうちょっとご検討というか、ご努力をお願いしたいなと。意見とし

て。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 内山委員、いかがでしょうか。 

○内山委員  ポートアリーナは、もうオリンピックは千葉市、千葉県で開催される種目

もあるということで、その関係で相当利用も市のほうも管理者のほうも、それなりに対応

されているなと思っています。一生懸命、管理されているということは、読み取れるなと

思います、私も。 

○横山部会長  ありがとうございます。 
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 また、質問なのですけれども、オリパラは延期の影響というのは、いつ頃その影響が顕

在化するのですか。これからだと思いますけれども、来年度になるのですか。 

○山﨑スポーツ振興課長  実際、延期になったことによりまして、もともとオリパラの

関係で夏季にポートアリーナをおさえていたところもございます。なおかつ、先ほど委員

からもお話があったように、ナショナルトレーニングセンターに指定されているものもご

ざいますので、夏季でおさえているところもあったのですが、１年延期になることによっ

て、またその部分で、まだちょっと組織委員会のほうから連絡はないのですが、併せてナ

ショナルトレーニングセンターの部分の確保だとか、そういうものが必要になってくるか

なというのは、今考えています。 

○横山部会長  年明けから、時期的には。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね。実際年を明けてからという影響が出てくるのか

なというのは思います。 

○横山部会長  やっぱり利用者数の減ということ、さらに言えば利用料金の減という結

果になる。 

○山﨑スポーツ振興課長  可能性はあるというふうに思います。 

○横山部会長  そこの数字というのは、まだ見込めない。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね。実際のところはオリンピック自体が実際まだど

うするのかというのがはっきりしませんので、それにつきましては、現時点では申し上げ

られません。 

○横山部会長  分かりました。ありがとうございます。 

 ほかにご意見はございますでしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

○横山部会長  ただいま、委員の皆様から様々なご意見いただきましたが、いただいた

意見を総合しますと、まず、市の作成した評価案は妥当である。また、施設管理運営のサ

ービス水準向上、業務効率化の方策、または改善を要する点等主な意見といたしましては、

引き続き利用者の要望に応えながら、運営をしていっていただきたい。アンケート、施設

の清潔を保っていただきたいという、そういう意見がございました。 

 これを踏まえて、本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 次に、年度評価では指定管理者の倒産・撤退のリスクを把握することとなっています。 

 これから、計算書類等を基に指定管理者の財務状況等に関する意見交換を行うことにな

りますが、当該施設の指定管理者である公益財団法人千葉市スポーツ協会の計算書類等は

公表されており、千葉市情報公開条例第７条第３項に該当する不開示情報は含まれていな

いと判断されるため、公開のまま会議を行います。 

 それでは、公認会計士でいらっしゃる小野寺委員から、指定管理者の財務状況等に関し

て、計算書類等を基にご意見をいただきたいと思います。お願いします。 

○小野寺委員  それでは、別冊の資料３－６の耳のついている部分をご覧ください。 

 資料３－６についているのが、平成２９年度決算報告書、ずっとめくっていくと平成３

０年度決算報告書というのが後半のほうにあります。後半のほうの平成３０年度決算報告
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書のほうをご覧ください。 

 そこの、まずは、２１ページをご覧ください。 

 ２１ページ、「Ⅱ 計算書類」というところ以降で、さらにめくって２６ページをご覧く

ださい。 

 ２６ページはタイトルが正味財産増減計算書平成３０年４月１日から平成３１年３月３

１日までというところです。これが、損益の状況を表していますけれども、当年度と前年

度の比較になっています。 

 まず、２６ページの上から３分の２ぐらいのところ、経常収益計というのがあります。

こちらが、売上げに相当するものですけれども、当年度は５億４，５７１万２，４９９円

ということで、こちらは前年度に比べて４億５，６００万円のほど減少しています。どう

して減少したのかというと、この上のほうに、これは事務局のメモかと思われますけれど

も、まず、稲毛海浜公園プール事業のほか、指定管理の委託を得ていたものが前年度あっ

たのだけれども、今年度はこれがなくなったということ。それから、もう少し上のほうで

指定管理事業収益というのが、当年度１億７，７００万に対して前年度は４億１，９００

万ということで、こちらも去年よりも減少しています。主にこの二つの減少が、トータル

の経常収益を半減させた原因と思われます。 

 それに対しても、費用のほう、２６ページの下から３分の１以下、経常費用のところで

すけれども、まず、事業費というところでは、去年よりも４億２，６００万円減って４億

６，８００万円、２７ページのほうに行っていただいて、真ん中辺、管理費、こちらは５

千万円で昨年よりも４９０万円減少しましたというところです。 

 もう１枚めくっていただいて、２８ページをご覧ください。 

 ２８ページ上から４分の１ぐらいのところ、当期計上増減額、こちらが企業会計で言う

ところの当期利益に近いものですけれども、当年度においては２，６８８万６千円という

ことで、昨年の５，２００万よりも２，５００万円減少しました。理由としては、まさに

その経常収入のほうが減ったことが主な要因と思われます。 

 続いて、２９ページのほうをご覧ください。 

 今度２９ページのほうは、同じ正味財産増減計算書なのですけれども、内訳が書いてあ

りまして、どの事業で利益が出ているのか、そういうことが書いてあります。まず、２９

ページの真ん中やや上ぐらい、受取補助金等のところ、受取地方公共団体補助金というの

がありまして、こちらの海洋スポーツ事業６，２００万円とありますけれども、これは去

年より２千万円ぐらい減っているかと思います。 

 ページをめくっていただいて、３０ページをご覧ください。 

 ３０ページ真ん中辺、当期経常増減額というのが真ん中にありまして、そちらが利益の

内訳なのですけれども、これをざっと見ますと、左側の公益目的事業会計スポーツ振興事

業と海洋スポーツ事業がありまして、それぞれ７５０万円の利益、マイナス２，２２０万

円の利益というふうになっています。右のほうのこの収益事業等の内訳と比べますと、ス

ポーツ振興事業のほうは、１，６７９万円の利益、海洋スポーツ事業のほうは、２，４９

９万円の利益ということです。海洋スポーツ事業のほうは、公益目的事業のほうでの赤字

を収益事業のほうで補填できているので、今年度においては改善ができたかなと思いまし

た。 
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 ただ、内訳を見ると、２９ページの補助金が書かれている関連事業の、補助金が増えた

ことによって、トータル収支が改善したということになっています。 

 ですので、損益的には全体の売上げは減っているのですけれども、十分利益も出ている

ので、問題ないと思います。 

 今度２２ページのほうに戻っていただけますでしょうか。 

 ２２ページは、今度、貸借対照表で、財政状態を見るところですけれども、特に問題は

ないですが、２２ページ一番上現預金、こちらは前年よりも１，７００万円減って３億８，

０１２万６千円ということです。 

 あと、流動資産全体としては、３千万円減って４億１，１００万円ということですけれ

ども、２３ページのほうの、今度、負債の部を見ると、未払金が２，６００万円減って４，

６００万円であったりということで、流動負債の合計が４，５００万円減って７，８００

万円ということなので、流動資産と流動負債を比べて、負債の変動のほうが大きいので、

財務的にはよくなったようには感じます。 

 そのほか当財団は、借入れがないというところがポイントで、特に財政的に問題となる

ところはないかなと思いました。 

 以上を踏まえまして、この提出された書類を見る限りにおいては、当財団が直ちに倒産

あるいは事業から撤退することは、可能性は低いと考えてよいかと思います。 

 以上になります。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 理由としては、利益が出ている。表現としては、利益が出ている。 

○小野寺委員  表現は難しいです。増収ではなく、全体としては、減っているのだけれ

ど、利益が出ているのと、あと事業別の収支の改善も見られる、利益も出ているし、事業

別の収支の改善も見られるということで、よい。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ただいまの財務状況のご意見につきまして、委員の皆様からご質問等はございますか。 

 すみません、私から質問です。こう言ったら怒られるかもしれませんけれども、補助金

などの分もあるのですかね。 

○小野寺委員  そのとおりで、これは公益の事業をやっていることから、多分、１年前

がもうちょっと赤字が多かったから、その分を補填するようなものをもらったのかと思い

ます。 

○横山部会長  事務局に質問なのですけれど、そうすると赤字は補填されるような仕組

みになっているのですか。要するに、自治体が下支えするような仕組みになっているのか。 

○スポーツ振興課職員  公益の事業に関しましては、公共性の高い事業を継続するとい

う意味合いで補助金を交付する。一方、収益の事業で稼いだところの一部は、収益から公

益のほうに移し替えています。収益事業の利益が減れば当然、移し替える金額が減少とな

りますので、その減少分については、原則として、公益事業が継続可能な範囲で補助金が

補填されることになると思われます。 

○横山部会長  万が一のことがあったとしても、大丈夫、そういう理解でよろしいでし

ょうか。 

○スポーツ振興課職員  そういうことです。 
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○横山部会長  ありがとうございます。 

 ほかに何かありますか。 

 内山委員。 

○内山委員  補助金が入っているのだったらいいと思います。 

○横山部会長  では、よろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  ただいま、委員の皆様からご意見いただきましたが、財務状況について

の意見としましては、全体として資産は減少しているものの利益が出ており、収支は改善

が見られるというようなこと等から、直ちに倒産・撤退等のリスクはないと判断というこ

とでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 それでは、これまでの意見を踏まえて「千葉ポートアリーナ」の指定管理者の行った施

設の管理に係る年度評価についての本部会としての意見をまとめていくということになり

ますが、詳細については、私と事務局にて調整するということでご承認いただければと思

います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 では、続きまして、総合評価についてご意見いただきます。 

 事務局からご説明お願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  ご説明させていただきます前に、資料の差し替えをさせてい

ただきたいと思います。 

○横山部会長  委員の皆様、よろしいですか。 

 それでは、お願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  それでは、総合評価についてご説明させていただきます。 

 資料４「千葉ポートアリーナ指定管理者総合評価シート」をお願いいたします。 

 「１ 基本情報」は同様となっております。 

 「２ 成果指標の推移」についてでございますが、（１）及び（２）につきましては、い

ずれの成果指標においても目標を達成しております。（３）についてはございません。 

 ２ページをお願いいたします。 

 「３ 収支状況の推移」についてご説明いたします。 

 総収支の合計は４，４００万円の黒字となりました。主な要因といたしましては、平成

２９年度に光熱水費の単価が引き下がったことによる管理運営費の削減及び利用者数増加

による利用料金収入の増加により、約１千万円の黒字となっております。平成３０年度に、

２年ぶりとなる大相撲千葉場所の誘致や、千葉ジェッツ公式戦の開催などにより、利用料

収入が大幅に増加したことにより、約２，８００万円の黒字となったことが要因と考えて

ございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 「４管理運営状況の総合評価」についてご説明いたします。 

 主に「Ｂ」として評価した項目についてご説明いたします。 
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 まず、「１ 成果指標の目標達成」ですが、利用者数や教室開催数が市の定める目標値を

大きく上回ったため「Ｂ」と評価いたしました。 

 次に、「４ 施設管理能力」についてですが、「（１）人的組織体制の充実」については施

設職員全員が上級救命講習を受講し、初級障害者スポーツ指導員の資格取得者を配置する

など、積極的に職員の能力向上に努めているため「Ｂ」と評価いたしました。 

 「（２）施設の維持管理業務」については、トレーニング室のマシーンの更新や卓球台な

どの備品の修繕を行うなど、施設の設備充実に寄与する優れた管理が行われたため「Ｂ」

と評価いたしました。 

 「５ 施設の効用の発揮」、「（３）施設における事業の実施」については、市の設定する

目標を上回る教室数を実施するなど、優れた管理が行われたため、「Ｂ」と評価いたしまし

た。 

 総合評価につきましては、参考資料７の「評価の目安」に基づき事業計画書案で定める

水準や市の指定管理者に対する期待を上回る優れた管理が行われているものと判断いたし

まして「Ｂ」といたしました。 

 ４ページをお願いします。 

 「５ 総合評価を踏まえた検討」についてですが、「（１）指定管理者制度導入効果の検

証」では、積極的な大会誘致や自主事業の開催により、利用者数や教室開催数が市の設定

する目標を上回ったことから、当初の見込みを上回る効果が達成できたものと判断いたし

ました。 

 「（２）指定管理者制度運用における課題、問題点」についてですが、公益財団法人であ

る現指定管理者は、市の施策事業の受入れや積極的な障害者スポーツの誘致を行うなど、

市の施策に貢献している一方、障害者利用については利用料金が減免となった収益性に一

定の制限があるため、民間事業者が指定管理者になった場合には収益性の高いイベントが

優先的に誘致されるなど、障害者スポーツ等の利用が減少する可能性があります。また、

今後、老朽化に伴う大規模改修を予定されており、改修工事期間中には施設を閉鎖するこ

ととなるため、民間事業者のノウハウの活用による効果が見込まれ難い状況が想定されま

す。 

 最後に、「（３）指定管理者制度継続の検討」についてですが、指定管理制度導入効果に

ついて、当初の目標を上回る達成ができているほか、これまでの評価の内容を総合的に考

慮し、指定管理者制度を継続することしております。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいま、事務局から一通りご説明をいただき、千葉ポートアリーナの総合評価につき

まして、「管理運営状況の総合評価」と「総合評価を踏まえた検討」が示されましたが、こ

の市当局が作成した総合評価や総合評価を踏まえた検討内容について、評価の妥当性、指

定管理者制度の導入効果や課題等を踏まえた制度継続の検討、その改善点等について、委

員の皆様からご意見いただきたいと思います。ご質問含めて何かありましたらお願いしま

す。 

 小野寺委員。 

○小野寺委員  まず、１ページのところ、「成果指標等の推移」、こちら、４年並べてみ



―１９― 

ますと、数字的には（１）の利用者数、（２）の各種教室の講座の開催ということで、それ

ぞれ各年度で１００％以上達成していると。ハードルが高かったのか、低かったのかとな

るかもしれませんけれども、きちんと結果を出しているということは非常に評価できるか

なと思います。 

 それに対して、３ページ、「管理運営状況の総合評価」の各項目について「Ｂ」とか「Ｃ」

とか評価がついていて、一番下の総合評価「Ｂ」というのも、これも先ほど事務局の説明

も含めて妥当な評価だと思いました。 

 ４ページ、「総合評価を踏まえた検討」ですけれども、まず、一番上の「指定管理者制度

導入の効果の検討」ということで、当初の見込みを上回る評価が達成したというところに

丸がついていますけれども、これも妥当ではないかと思いました。 

 指定管理制度の継続についても、特に問題はないとは思うので継続するでいいとは思う

のですけれども、４ページの真ん中の（２）のところ、指定管理者制度運用における課題・

問題点のところに書いてあって、先ほど説明がありましたとおり、今後は大規模修繕で閉

鎖する期間があることが予定されているということで云々とありますけれども、こちらは

ちょっと総合評価に対する件とはちょっと違っちゃうかもしれないのですけど、閉鎖して

いる期間についての計画の目標とか、そういったもののつくり方をちょっとよく検討して

ほしいなと。というのは、通常どおり予定されているから、閉鎖期間が何か月で、そうし

たら何日掛ける何みたいなもので、多分、減らすと思うのですけれども、その辺の見積り

が妥当でないと、本当に大規模修繕の期間に次の指定管理者がうまくできたのか、できて

いないのかという判断がちょっとしづらいかなと思うのですね。ほかの部会でそんなよう

なことも何かあった気がしたので、次期の評価を考えたときに、閉鎖期間があるような修

繕がある場合には、目標の立て方、立てさせ方をちょっと検討してほしいなと思いました。 

 以上です。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

○谷藤委員  市の評価に対しては小野寺委員と同じで。先ほどから話題になったコロナ

の関係、オリパラの関係は、今年度に来る話なので、どういう形でやるか分からないです

けど、市のほうで工夫をしてほしいと思います。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 内山委員、いかがでしょうか。 

○内山委員  先ほどもお話しあったとおり、本当にオリンピック・パラリンピックが終

わりまして、今度これから障害者も結構ですが、障害者の利用となると減免ということで

多少収益が減るかと。あと一般の利用者はどのようにひきつけて利用していただくかと、

そこも今度入ってくるのではないかなと思うのですけど、その点はどういうふうにされる

かなと。 

○山﨑スポーツ振興課長  先ほど谷藤委員も言われましたけれども、オリンピックの関

係でちょっと先が見えないところもあるのですけど、それを抜きにしましても、パラスポ

ーツ、オリンピックが終わりましても、レガシーとして残していきたいと考えております

ので、その辺を含めて一般利用を更に利用できるような形で工夫等々していけるような形

で考えております。 
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○横山部会長 ほかよろしいですか。 

 私から質問なのですけれども、１ページのところで、まず、「基本情報」のビジョン、方

向性ということで書いてありますけれども、障害者スポーツ施策に関して継続的に今後も

ここを障害者スポーツにおける拠点として利用していくという、それはもう市の施策とい

うことでよろしいのでしょうか。 

○山﨑スポーツ振興課長  オリンピック、千葉市におきましてはパラスポーツの聖地を

目指しておりますので、市の施策として、またオリンピックのレガシーとして残していき

たい考えです。 

○横山部会長  それは市長が代わったとしても、特に政治的な意向を受けないというこ

とで。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね。あくまでもオリンピックのレガシー、幕張で４

種目が開催されますので、そのレガシーというところで続けていきたいと考えております。 

○横山部会長  それを踏まえて、４ページの話なのですけれども、「総合評価を踏まえた

検討」というところで、「指定管理者制度運用における課題・問題点」ということ書かれて

いますけれども、収益性に一定の限界があるということですと、正直、この内容から指定

管理者制度を継続するということに直ちに結びつかないような気がするのですね。公益法

人を選定するべきだという理由にはなるかもしれませんけれども、広く民間企業含めて、

指定管理者制度としていくべきだという、ちょっと理由にはなりにくいかなと思っている

のですね。 

 ですので、私は結論としては指定管理者制度維持でよろしいのかなと思っておるのです

けれども、ただ、先に現指定管理者ありきみたいな話ではなくて、この収益性に限界があ

るということを乗り越えられるような理由付けをしないといけないかなという気がします。

質問というか私の考えでちょっとごめんなさい、結論出るような話ではないのですけれど

も。もしその辺り、市としてお考えがもしあればお知らせいただきたいのですけれども。 

○山﨑スポーツ振興課長  今、会長からお話のありましたように、その辺りの検討とい

うのが、この先、進めていかなくてはいけないのかなというふうに考えています。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ほかにご質問、ご意見よろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  では、ただいま委員の皆様から様々なご意見をいただきましたが、いた

だいた意見を総合しますと、まず、市の評価の妥当性につきましては、市の作成した総合

評価は妥当である。制度の継続の検討につきましては、継続は妥当であると考えるが、現

指定管理者ありきではなくて収益性を乗り越えられるような理由が必要であるということ。

また、修繕期間の休止を含め、成果目標をきちんと定めた上で継続をするということが妥

当であるという、そういうような意見が出されました。 

 改善点等につきましては、オリンピック・パラリンピックの終了後、施設運営について

も検討していただきたいという意見がございました。 

 これらを本部会の意見ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  それでは、これまでのご意見を踏まえまして、「千葉ポートアリーナ」の
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指定管理者の行った施設の管理に係る総合評価についての本部会としての意見をまとめて

いくということになりますが、詳細につきましては私と事務局にて調整するということで

ご承認いただければと思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を次期指定管理者の選定の

際に十分反映していただきたいと思います。 

 ここからは全委員５名での審議及び議決となります。またよろしくお願いいたします。  

小川委員もよろしくお願いします。ここで、５分ぐらい休憩したいと思います。 

（休憩） 

○横山部会長  では、再開いたします。 

 「千葉市こてはし温水プール」の年度評価を行います。 

 事務局よりご説明をお願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  引き続き、ご説明させていただきます。座って説明をさせて

いただきます。 

 「千葉市こてはし温水プール」の年度評価について、ご説明いたします。 

 資料５－１「令和元年度指定管理者年度評価シート」をご覧ください。 

 まず、「１ 公の施設の基本状況」についてですが、記載のとおりとなっております。 

 次に、「２ 指定管理者の基本状況」についてご説明いたします。 

 指定管理者は、元気・ふれあい・夢づくりパートナーズです。構成団体につきましては、

記載のとおりとなっています。管理運営費の財源につきましては、指定管理及び利用料金

収入となっています。 

 「３ 管理運営の成果・実績」についてご説明いたします。 

 まず、「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」についてです。利用者数は２９万２，

９３３人、市が定める目標の達成率は９２％と目標には届きませんでした。主な理由とし

ましては、台風、大雨による影響や新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う休館日や利用

控えにより１０月と３月の２か月間の利用者が昨年との比較で約２万２千人減少している

ことが大きく影響されてございます。 

 各種教室、講座の開催につきましては、２２教室を開催して、４月までの目標に対する

達成率は２７５％と目標を大きく上回りました。 

 「（２）その他利用状況を示す指標」についてはございませんでした。 

 ２ページをお願いします。 

 「４ 収支状況」についてご説明いたします。 

 「（１）必須業務の収支状況」についてでございますが、収入は約２億１，２００万円、

支出は約２億３，３００万円であり、収支は約２千万円の赤字となりました。赤字の主な

要因といたしましては、利用者数が減ったことに伴い、利用料金収入が減少したことによ

るものと判断されます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 「（２）自主事業収支状況」についてでございます。 

 収入は約２，２００万円、支出は約２千万円であり、収支は約２００万円の黒字となり
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ました。これは教室の開催数が増加したことにより、自主事業収入が増収となったことが

挙げられます。 

 次に、「（３）収支状況」についてご説明いたします。 

 必須業務と自主事業を合わせた総計ですが、総収入は約２億３，４００万円、総支出は

約２億５，２００万円であり、総収支は約１，８００万円の赤字となりました。 

 次に、「５ 管理運営状況の評価」についてご説明いたします。こちらの評価につきまし

ては、下の四角い枠に記載している「評価の内容」に基づき評価をいたしました。 

 「（１）管理運営による成果・実績」についてですが、まず、年間施設利用者数は市が定

める目標に対して９２％の達成率があり、評価は「Ｃ」としております。 

 なお、台風や大雨による影響や新型コロナウイルス感染症による影響により、前年度の

同月比で約２万２千人の減少があったことを考慮しても、僅かに市の定める目標には達せ

なかったものと思われることから、評価は変わらずに「Ｃ」となります。各種教室、講座

の開催につきましては、市が定める目標に対する達成率は２７５％、指定管理者の定める

目標に対する達成率は１１０％となり、市設定目標の１２０％以上の達成及び指定管理者

設定目標を達成したため、評価を「Ａ」としております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」についてですが、新型コロナウイルス感染症に

伴い、休業補償を除き、指定管理料支出は提案額と同額のため、評価は「Ｃ」となってお

ります。 

 次に、「（３）管理運営の履行状況」についてですが、主に指定管理者の自己評価と市の

評価の違いについてご説明いたします。 

 「３ 施設の効用の発揮」の「（１）幅広い施設利用の確保」についてですが、指定管理

者独自の事業として無料巡回バスを運行するなど、利用促進を図っていることや、「（２）

利用者サービスの充実」については、新しいトレーニングマシーンを導入するなど、利用

者の満足度を向上させたこと また、「（３）施設における事業の実施」については、自主

事業により市及び指定管理者が規定する目標数を上回る教室が開催されたことを評価し、

それぞれ指定管理者の自己評価は「Ｃ」となっておりますが、市の評価では「Ｂ」といた

しました。 

 「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」、「２ 施設管理能力」、「４ その他」

については、おおむね提案どおりの管理運営が行われていたことから、指定管理者の自己

評価と同様に「Ｃ」と評価いたしました。 

 ５ページをお願いいたします。 

 「（４）市民局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応」についてご説明いたしま

す。 

 昨年度、選定評価委員会より、「プールの監視体制について配置人数を増やすなど、利用

者の安全確保に努められたい」というご意見をいただきましたが、これにつきまして募集

広告の掲載拡大、雇用条件の改善を実施したほか、グループ企業内より応援職員を配置す

るなど、必要な監視員として、特に夏季の繁忙期につきましては８名から１０名を確保し

ております。 

 また、「アンケート結果におけるスタッフの対応改善を図るなどにより、利用者数の増加
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に努められたい」というご意見につきましては、利用者数についても新型コロナウイルス

の影響で利用控えや休館となる前の１月までの実績で、昨年を上回る成果を残しており、

増加傾向となりました。 

 なお、次にご説明します指定管理者が実施したアンケート結果でも改めてご説明いたし

ますが、研修等により接遇向上に努めた結果、利用者アンケートでは、スタッフの対応に

ついて、「大変良い」「良い」との回答が８５％を超えており、昨年比で約２５ポイントの

増加となっております。 

 次に、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」についてご説明いたします。 

 まず、「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」の結果についてですが、全体アンケ

ートとして令和元年６月、９月、１２月、令和２年２月の４回実施しており、合計３１４

名の方から回答いただきました。質問項目につきましては記載のとおりとなっております。

主な内容ですが、スタッフの印象や対応については、先ほどご説明いたしましたが、「大変

良い」、「良い」との評価が８５％を超えております。 

 また、昨年のアンケート結果と比較して、施設の清潔さについて、「汚い」と回答した方

は減少となりました。しかしながら、「普通」との回答が全体として多く、「大変きれい」、

「きれい」との回答が全体の５０％にとどまっていることから、引き続き「大変きれい」、

「きれい」との回答が増加するよう、指定管理者に求めてまいります。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」についてご説明いたします。 

 １番目の「シャワーの温度が低い」については、経年劣化が原因で簡易的な修繕での対

応が難しいことから、今後、市が行う大規模修繕に併せて改善を図る予定です。 

 ２番目の「日焼け止めの利用について」は、水質への影響はほとんどなく、日焼け止め

を使わず紫外線による肌への影響のほうが大きいため、使用可能とさせていただくこと。

また、色付きの日焼け止めや化粧品と判断できるものについてはご遠慮いただいているこ

とをご説明し、ご理解をいただいております。 

 ３番目、「水の白濁について」。利用者が非常に多くなった場合、プールのろ過が追いつ

かず、やや透明度が損なわれることがあることがありますが、水質上問題がないことは説

明し、ご理解をいただいております。 

 次に、「７ 総括」についてご説明いたします。 

 「（１）指定管理者による自己評価」については、評価は「Ｃ」となっております。施設

のイベントやスタンプラリーの開催等、利用促進を行ったことで利用者の増加が見込まれ

ておりましたが、９月から１０月にかけての台風や新型コロナウイルスの影響により利用

者数が伸び悩んだことから、目標としていた利用者数を確保できなかったこととなり、「Ｃ」

評価となっております。 

 「（２）市による評価」については、お配りしている参考資料６の裏面にもございますが、

指定管理者モニタリング・評価マニュアルの「総括評価の目安」に基づき、評価項目の２

０％以上は「Ａ」もしくは「Ｂ」かつ「Ａ」評価が１以上あることから、この目安による

評価は「Ｂ」となりますが、成果指標である利用者数については、新型コロナウイルス等

の影響はあるものの、それを考慮しても目標が達成できていなかったことを考慮し、「Ｃ」

評価といたしました。具体的には、プールの監視員が不足し、一時的に指定管理者が提案
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する管理体制を維持できていなかったが、雇用条件等を改善し、現在は必要な人数を確保

できていることや、利用者数については、目標達成できなかったが、新型コロナウイルス

等の影響を受ける前までの数字は目標を上回っており、利用者数は増加傾向であることか

ら、おおむね市が指定管理者に求める水準等に即した良好な管理運営が行われているもの

と評価をいたしました。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいま、事務局から一通りご説明いただき、千葉市こてはし温水プールの年度評価に

つきまして、評価案が示されましたが、まず、はじめに、この市当局が作成した評価の妥

当性について、及び指定管理者の施設のサービス水準向上、業務効率化の方策、また、改

善を要する点等について、委員の皆様からご意見をお願いしたいと思います。ご質問も含

めて何かございましたらお願いします。 

 小川委員。 

○小川委員  ちょっと質問なのですけど、ちょっと細かくて恐縮なのですけれども、台

風、それからコロナウイルスで休館。これは、さっきポートアリーナでは３月も聞いたの

ですけれども、このこてはし温水プールについてはいつ頃から休館していたのか。 

 もう一つは、我々もこれ最初から評価していたのだけれども無料巡回バス、路線を変え

ることによって利用者が増えたというのは非常に好ましいことですね。回数ですね、運行

回数は、例えば１週間に何回ぐらいやっているのか。あと場内アナウンスで、日本語、英

語、中国語、韓国語ってそんなに外国人が実際、利用しているのかがわかるのか。アナウ

ンス、日、英、中と表したものがあったから。在日の人、実際にこの利用者、そういう外

国人の利用について。 

○横山部会長  お願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  まず、１点目のご質問でございますけれども、コロナの影響

でスポーツ施設がどのぐらい休館になるのかということなのですが、こてはし温水プール

が３月３日に３密を避けるためというところで、最初の閉館をいたしました。温水プール

につきましては、プールについては換気が可能だという判断なのですが、更衣室につきま

して密接になるということで、温水プールにつきましては、３月３日から休止しておりま

す。あわせて、その間、緊急事態宣言を都が発出されましたので、ずっと休止の状態が続

きまして、再開につきましては６月１日から再開しているというような状況です。 

○小川委員  無料の巡回バスは。 

○スポーツ振興課職員  運行は週３回運行するという状況です。 

○スポーツ振興課職員  補足させていただきます。運行については、おおよそ１日１時

間半から２時間のペースという形で運行させていただきます。それが週３回となります。 

○小川委員  人数の実績というのは分かりませんか。大体で結構なのですが。 

○スポーツ振興課職員  令和元年度に関しましては、１，９４０人、平成３０年度１，

９０９人という形で実績がございます。 

○小川委員  平均するとどれぐらいですかね。 

○スポーツ振興課職員  月平均させていただきますと、約１６２名の方です。 

○小川委員  ありがとうございました。 
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○横山部会長  外国人の国籍がもし分かればということでしたね。 

○スポーツ振興課職員  外国人は受付で、国籍の確認は取っていないので、残念ながら

具体的な数字というのはありません。 

○横山部会長  ほかにご質問、ご意見よろしいでしょうか。 

 ちょっと外国人の関連で、特に資料等、出てないですけど、何か文化の違いでトラブル

とか起きているわけではないですか。 

○スポーツ振興課職員  トラブルが起きたということではなくて、現状、外国の方がい

ろいろな施設で、利用が多くなるだろうということを見越して対応しています。 

○横山部会長  わかりました。 

 ほかにございますか。 

○内山委員  タトゥーの人とか、そういう人は利用できるのですかね。 

○スポーツ振興課職員  ラッシュガードを着用していただくという形で利用できます。 

○横山部会長  ほかに何かございますか。小野寺委員。 

○小野寺委員  ２ページのところで。 

○横山部会長  資料５－１のですか。 

○小野寺委員  資料５－１の２ページのところ。ちょっとこれは事務局に質問ですけれ

ども、一番上、収入のところで、３月の休業補償分２２６万円と書いてありますけれども、

何日間で、幾らでとか、計算の根拠を教えていただきたいのですが。 

○スポーツ振興課職員  閉館期間ということでお話させていただいた、３月３日から閉

館しておりますので、閉館している期間中につきましては、基本的にもともと指定管理者

が年度予算の中で計画していた金額又は直近のお客さんの増減の状況等を踏まえまして、

推計しております。 

○小野寺委員  見込みの人数ということですか。 

○スポーツ振興課職員  見込みの人数です。要は、どこを、何を補償するのかというの

は、実際に営業していないので、具体的な人数というのは推定で出すしかないということ

になりますから。 

○小野寺委員  算出するのは難しいですね。 

○スポーツ振興課職員  そうです。ですので、一般的に考えると、計画額を上限として

おります。計画額を上限としている理由としては、計画を超えていることについて、もと

もとそれ以上は指定管理委託によって支払われているはずですので。目標に到達している

のか、実績を見させていただいて、それが目標に対して８割程度しかないということであ

れば、その点を考慮させていただいて、推計しています。 

 また、休館していたとしても、一部営業をしている場合、コロナの影響でお客さんが減

ってきて、当然、収入が減少になるというような施設については、同じような計算をした

上で、それに大体８割程度の調整率を乗じて推計するという考え方で計算させていただい

て補填額を算出しております。 

○小野寺委員  そこは一応、了解しました。 

 評価としては、数字のところはもうそのまま、そのとおりの評価と思いますけれども、

ちょっと４ページのところ、少し気になることが、「（３）管理運営の履行状況」の各項目

の評価ですけど、これ自己評価全部「Ｃ」となっていて、市の評価で「Ｂ」に上がったの
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が三つ、その中で、真ん中の「利用者サービスの充実」のところで、マシーンの入替え及

び増設云々、これは「Ｂ」に上げてあげてもいいかなと思いましたが、さっきの無料巡回

バス、こちらを自己評価「Ｃ」のところを市が「Ｂ」にする理由が、ちょっと私には分か

りづらかったのです。感想ですけど。 

 というのは、結局、無料巡回バス、これは過去からも、もうちょっと周知したほうがい

いねとか、そんな話をして改善の報告も上がってきていますけれども、先ほど報告いただ

いた数字が本当に利用者の増につながっているのか、ちょっと理解ができなかったですね。 

 ただ、アンケートで、また利用したいという人も多いから、使っている人にとっては非

常にありがたいのでしょうけれども。全体の利用者増につながっているのかというのは、

ちょっと読みづらかったので、これを自己評価「Ｃ」から、あえて「Ｂ」に上げる理由が

私は分かりづらかったですというのが感想と。 

 それからその下、「（３）施設における事業の実施」についても、これも教室の指標を上

回る数を開催したから「Ｂ」に上げているということですけれども、そこまでのものなの

かなというのがあって、ちょっと感想です。 

 それから、５ページのアンケートのところは、こちらも過去、もうちょっとプールが汚

いねというのが、もうちょっと多かったのかなと思いますけれども、大分改善してきたよ

うには思います。 

 ただ、ちょっと事業者に対する要望ですけれども、新型コロナ対策として、今後も新し

い生活様式でやっていかなきゃいけないことなので。清潔を保つということはもちろん、

利用者に安心していただけるように、新型コロナ対策としての施策を何か徹底してやって

いただきたいなというのが要望ということと、あと６ページをお願いします。６ページの

「総括」の評価では、こちらも先ほど事務局の説明があったとおり、「Ｂ」に目安ではなる

のだけれども、この総合的に判断して「Ｃ」ではないかというところ、これ自己評価の「Ｃ」

と同じなので、全体として総合評価「Ｃ」というのは、私も妥当かと思いました。 

 以上です。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ほかにご意見。 

○谷藤委員  かなり、ほとんど一緒な感じなのですけれども。巡回バスとかですね、教

室数もそうなのですが、何か事業者さんがやりました、やったことを評価することはすご

く第一ステップとしては大事だと思うのですけど、ではそれが実際に市民にどうか、そこ

の評価という成果というところをもうちょっと明確にしたほうがいいかなという点で、確

かに無料巡回バスは頑張っているのですけど、そこまで使われていなかったり、先ほどの

アンケートでは、近くを通れば利用したい。でも、近くっていうのは非常に難しくて、ど

っちかというと、ちょっと表現は悪いのですけど、この事業者が、使いたいという数字を

出しているという感じを受けました。実際に、ここでは、最初の予定通りかもしれないの

ですけど、１％しか使っていなくて。なので、そこが少し利用者が増えてきて、評価とい

うふうにしてもいいかなというふうには思いました。 

 教室もたくさんやっているのですけど、個々の定員に対する人数とかは、そこまででは

ないので、もうちょっとそこを増やしてもらうか、そこは考え方なので、何かたくさんや

ってトータルの人数というのも一つの手だと思うのですけど、その参加者ベースで評価を
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するというところをもっと求めてもいいのかなという意味で、先ほどの４ページのところ

も、「Ｃ」でもいいのかなという気持ちは同様にありました。トータルとして、「Ｃ」とい

うのはありかなと思います。 

 あと一つ、先ほどの多言語放送とか、無料ラッピングバスとかも直接的に多言語に対応

する人がいたのかどうかだけではなくて、放送することによって、この人達来るかなとい

う成果もあるでしょうし、無料バスをラッピングされているということだったので、それ

で宣伝になればそれは一つの成果だし、その利用者側の成果というところをもうちょっと

出していってもいいのかなというふうには思いました。 

 以上です。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 内山委員、何かございますか。 

○内山委員  取りあえず、せっかく業者が無料バスをやっている割に、知らない人が４

５％という、そこはちょっとどういう方法で宣伝しているのか分かりませんけれども、こ

こはちょっともったいないなと。せっかく、教室は２７０％も各教室が利用されていて、

そのお客さんも何かプールに利用していただくとか、そういうことも考えていただければ

利用人数も増えていくのではないかなと思うのですけど、そこのところちょっともったい

ないなと思っています。 

 以上です。 

○横山部会長  小川委員、何かございますか。 

○小川委員  あそこ、ちなみにバスはいわゆる温水プールの宣伝用の文字とか入ってい

るのですか。入ってないのですか。 

○谷藤委員  ラッピングって書いてあるので。 

○小川委員  どうかなと思って。 

○横山部会長  何かそういう資料を出していただけると我々も、現地調査をしたのは、

視察したのは何年も前なので。現管理者になってバス自体、見たことないものですから、

何か参考になる資料があれば。 

○スポーツ振興課職員  申し訳ありませんが、手元に資料がありません。 

○横山部会長  よろしいでしょうか。 

 私から幾つか質問させていただきたいのですが。 

 まず、施設の老朽化に関してなのですけれども、いろいろアンケートで、あるいは苦情

等で出てくるということで、これはいろいろシャワーの問題、それから水質の問題という

ことで、指定管理者としては限界、施設の劣化となれば、指定管理者の問題ではなくて市

側の問題になろうかと思いますが、今後、次期ですね、この施設に関して何か改善の予定

とかってあるのでしょうか。 

○山﨑スポーツ振興課長  現在、老朽化に伴いまして、平成２１年度に劣化の調査を行

いました。今年度の改築に伴う実施設計の予定で、令和３年度に大規模改修を行う予定で

ございます。 

○横山部会長  具体的にはどういう改修をされるのですか。 

○山﨑スポーツ振興課長  具体的には、建物は劣化してくるものですが、今年度の実施

設計の中で建築部も含めまして、どのような改修をするのかというのを具体的な改修を今
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年度、始める予定でおります。 

○横山部会長  問題となったシャワーの温度であるとか、そういうところですか。 

○山﨑スポーツ振興課長  はい。 

○横山部会長  そこに影響はありそうなのですか。 

○山﨑スポーツ振興課長  もちろん我々としまして、現状を建築部のほうに伝えますの

で、その辺でうまく対応できれば良いと考えております。 

○横山部会長  予算次第ですかね。 

○横山部会長  というのは、次期の指定管理者、どなたがなったとしても劣化した施設

を利用している限り、やっぱりそういう苦情は出てきてしまうわけですね。そうすると評

価の対象とするのは酷だと思いますので、ここはちょっと割り引いて考えてあげたほうが

いいかなという気がします。 

 ちょっと細かい話なのですけれども。資料５－５の通し番号がないのですけれども、事

故報告の中で座っていた椅子の足が破損して怪我をしたという、そういう事故があったよ

うですけれども、これは施設の備品ということですけど、市の責任なのか、指定管理者の

責任なのかという、どちらでしょうかね。資料５－５の後ろ、ちょうど真ん中ぐらいかな。 

○山﨑スポーツ振興課長  こちら更衣室からプールに入るシャワースペース、排水のた

めちょっと下げたところで。 

○横山部会長  違います、その話じゃなくて、事故報告の３番の座っていた椅子の足が

破損したという。 

○スポーツ振興課職員  椅子なのですけれども、管理スペース、受付スペースの前にあ

った１脚でした。本来、プールにいらっしゃる方が利用されるもので、がたつきないかど

うかということを指定管理者のほうで確認すべきところですが、実際そういったことが発

生するまでに、そういった部分の検査ができていなかったという報告をいただいておりま

す。その後、その事故があったものと同じ在庫の椅子については確認していただいている

ような状況です。指定管理者の中での管理運営の一環で行うべきものというふうには考え

ております。 

○横山部会長  市の備品ですか。所有はどちらになりますか。 

○スポーツ振興課職員  指定管理者が持ち込んだものになります。 

○横山部会長  そうだとすると、やっぱり管理不十分ということになる。 

○スポーツ振興課職員  そうですね。 

○横山部会長  分かりました。 

 あと、ロッカーも何かこじ開けによる盗難ということで、ちょっと物騒な件があります

けど。ロッカーも老朽化しているのですかね。 

○スポーツ振興課職員  特段、古いモデルというわけではないのですけれども。今の最

新のスポーツジム等のロッカーに比べれば、よくある１０円を入れて返ってくるタイプな

ので、目立って古いというわけではないとは思うのですけど、最新のものと比べてしまう

と、どうしても旧式のロッカーになってしまうかということでございます。 

○横山部会長  ちょっとこじ開けという物騒な内容ですので、これは指定管理者の責任

ではないかなとは思っておりますけれども。分かりました。 

 あと、すみません、もう１点ちょっと質問なのですけれども、先ほどもちょっと質問さ
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れていました、収支の関係なのですが、資料５－１の２ページの利用料金収入の減につい

てですけれども。この収入の実績と計画の比でいうと相当な金額の利用料金収入の減が見

られるのですけど。理由として休館によるプール利用人数減少のためというふうに書いて

あります。でも、ちょっと違うのではないかなと思っておるのですけど。要するに３月と

いうのは繁忙期ではないわけで、実績で資料５－５、これも番号がついていませんけど、

はじめから５枚目、６枚目ぐらいのところに利用人数実績の一覧があるのですが、資料５

－５の「２ 管理施設の利用状況に関する事項」の利用者数。 

 もともとやっぱりプールというのは８月が一番繁忙期で６万２千人というところ。影響

を受けていない１月、２月ぐらいが１万４千人とか６千人とかいうことであるので、３月

のときは４月の、前年４月と比較すると１万人程度、１万４，５００人ぐらい見込まれる

程度ではないのかなと。そうすると全体に対する影響というのは１２分の１以下だと思い

ますので、提案から見ると２０％分ぐらいになっておりますけど、単純に休館人数だけで

はどうしても説明できないのではないかなと。 

 あと、ごめんなさい、資料５－１の１ページの利用者数の問題、８４％、同じ話ですけ

れども、３月の単純に休館による影響だけではないのではないか。ここ、私の勝手な想像

ですけれど、やっぱり老朽化によって市民がまた離れていっているような状況があるので

はないかなと思うのですけど、その辺り、市のほうで何か分析されていますでしょうか。 

○スポーツ振興課職員  ご指摘のとおり、もともと提案時と比較して利用者の減少が続

いておりますので、決していい状況ではありません。今回、この理由としてさせていただ

いたのは、昨年度と比較して、どこが主な増減の理由となっているかという視点で記載し

ているものです。 

これはもともと今回だけの理由ではなく、もともと想定していた人数が減っていること

が一番の理由ではあります。ただ、今回、昨年度との比較の中での増減理由として、３月

の休館による影響を理由として挙げさせていただきました。 

○横山部会長  では、申し上げたように、理由としてこの利用者数の低下というのは、

何か施設に起因するものではないのかなと思うのですね。決して指定管理者のせいではな

いような気もしておるのです。ですので、単純にこの利用者数の減をマイナス評価にする

と、逆に指定管理者は酷かなと思っているのですが。どうでしょうかね。 

 小川委員。 

○小川委員  たしか２、３年前ですか、近隣に近隣施設がリニューアルオープンして、

そっちのほうに利用者が大分流れてしまった。そういう傾向が続いているのですか。 

○スポーツ振興課職員  委員のおっしゃるとおり、近隣の市町村で施設がリニューアル

オープンして、そちらのほうにお客さんが取られているというような状況も実際でござい

ます。 

○横山部会長  そういう前提だとすると、酷かなという気がするのですが、私の感想で

すけれども。 

 ほかにご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  市の評価に関しては、皆さん、これで妥当だという、そういう理解でよ

ろしいでしょうか。 
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（異議なし） 

○横山部会長  では、ただいま委員の皆様から様々なご意見いただきましたが、いただ

いた意見を総合いたしますと、まず、市の作成した年度評価については妥当である。 

 また、施設管理運営サービス水準向上、業務効率化の方策、または改善を要する点等の

主な意見といたしましては、無料バスの運行についてはルート変更等、利用者の利便性の

向上に努めていると評価できるが、さらに宣伝等周知により利用者増を目指してしていた

だきたいという意見でした。 

 新型コロナ対策を含め、清潔を保つことなど、利用者が安心してもらえるよう、更なる

施設の清潔の保持に努めていってほしいという意見がございました。 

 これらを踏まえて本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 次に、年度評価では、指定管理者の倒産・撤退のリスクを把握することとなっておりま

す。これから計算書類等を基にして、指定管理者の財務状況等に関する意見交換を行うこ

とになりますが、当該施設の指定管理者である元気・ふれあい・夢づくりパートナーズの

構成団体である株式会社コナミスポーツクラブ及び日本メックス株式会社の計算書類等一

部の資料は一般には公開されていない法人等情報を含んでおり、千葉市情報公開条例第７

条第３号に該当する不開示情報となりますので、同条例第２５条ただし書の規定により、

ここからの会議は非公開といたします。 

 傍聴人の方はいらっしゃいませんので、このまま続けたいと思います。 

 では、小野寺委員、お願いします。 

（※財務状況等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（法人情報）が含まれているため、表示していません。 

○横山部会長  委員の皆様から様々なご意見いただきましたが、財務状況についての意

見としましては、まず、株式会社コナミスポーツクラブに対しましては、コロナの影響に

より、直ちに倒産・撤退のリスクはないものの、今後も厳しい状況が続くことが予想され

ることから、特に市と指定管理者と密に連絡を取り合って、情報交換、収集に努めていた

だきたいということ。 

 日本メックス株式会社につきましては、経常ベースでは。 

○小野寺委員  増益。 

○横山部会長  増収増益ですかね、おおむね堅調であることと、財務状況は健全である

ということですかね、いわゆる倒産・撤退のリスクはないと判断されるところです。 

 これを本部会の意見としてよろしいでしょうか 

（異議なし） 

○横山部会長  それでは、これまでの意見を踏まえまして、「千葉市こてはし温水プール」

の指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価については、本部会としての意見をまと

めていくということになりますが、詳細については私と事務局で調整するということでご

承認いただければと思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 
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 では、続いて、総合評価について、ご審議いただきますので、事務局から説明お願いし

ます。 

○山﨑スポーツ振興課長  「千葉市こてはし温水プール」の総合評価についてご説明い

たします。 

 資料６「千葉市こてはし温水プール指定管理者総合評価シート」をお願いいたします。 

 「１ 基本情報」につきましては、記載のとおりとなります。 

 「２ 成果指標の推移」につきましては、（１）について、市が定めた目標に対する達成

率は９８．７％と僅かに届きませんでしたが、（２）の教室数では２５６％と大幅に上回る

ことができました。 

 （３）については、記載のとおりです。 

 ２ページをお願いいたします。 

 「３ 収支状況の推移」についてご説明いたします。 

 総収支の合計では、約２，６００万円の赤字となりました。主な要因といたしましては、

平成２８年度に設備機器管理や修繕など発生したこと、指定管理初年度ということで積極

的に投資を行ったこともあり、約１，２００万円の赤字となっています。平成２９年度に

は、保安警備業務を外注から直営に切り替えるという経費削減及び自主事業の収益増によ

り、約４００万円の黒字となっています。令和元年度には、利用者数等は年度途中まで増

加傾向となったものの、冬季の新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う休館により、利用

料収入が大幅に減少したことにより、約１，８００万円の赤字となったためと考えており

ます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 「４ 管理運営状況の総合評価」についてご説明いたします。 

 主に「Ｂ」として評価した項目についてご説明いたします。 

 「５ 施設の効用の発揮」についてですが、「（１）幅広い施設利用の確保」では、地域

広報紙の掲載や、夏休み、冬休み等に合わせた定期券の発行など、幅広い施設利用の確保

に向けた積極的な取組みが行われているなど、優れた管理が行われていたためでございま

す。 

 「（２）利用者サービスの充実」では、無料巡回バス及びスマートフォンアプリによる健

康管理支援等、提案を上回る事業を実施するなど優れた管理が行われております。 

 「（３）施設における事業の実施」では、市の設定する目標を大きく上回る教室数が行わ

れたため、それぞれ「Ｂ」と評価いたしました。 

 総合評価につきましては、「参考資料７」の「評価の目安」に基づき、おおむね事業計画

どおり実績、成果が認められたと判断し、「Ｃ」といたしました。 

 ４ページをお願いいたします。 

 総合評価を踏まえた検討についてですが、「（１）指定管理者制度導入効果の検証」では、

利用者数が指定管理期間を通じて目標には至らなかったものの、施設での教室開催数の増

加やスマートフォンアプリを生かしたサービスの提供、無料バスの運行など、民間のノウ

ハウを活用した運営がなされていることから、当初見込んでいた効果がおおむね達成でき

たものと判断をいたしました。 

 「（２）指定管理者制度運用における課題・問題点」については、当該施設は利用者数が
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減少しており、施設の収益性が低下したとあることから、今後、利用料金収入の減少に伴

う指定管理委託料の増加や、指定管理者が収益を確保するための過剰な経費縮減を行うこ

とで、提供されるサービスが低下する等のリスクが懸念されます。 

 最後に、「（３）指定管理者制度継続の検討」についてですが、指定管理制度導入効果に

ついて、当初見込んでいた効果がおおむね達成できているほか、これまでの評価の内容を

総合的に評価し、指定管理者制度を継続することとしております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいま、事務局から一通り説明をいただき、「千葉市こてはし温水プール」の総合評価

につきまして、「管理運営状況の総合評価」と「総合評価を踏まえた検討」を示されました

が、この市当局の作成した総合評価や総合評価を踏まえた検討内容について、評価の妥当

性、指定管理者制度の導入効果や課題等を踏まえた制度の継続の検討、その他改善点等に

ついて、今、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。 

 ご質問含めまして、何かございましたらお願いします。 

 小野寺委員。 

○小野寺委員  まず、資料６の１ページ、総合評価シートの１ページの「成果指標等の

推移」ですけれども、過去４年間を並べてみると、利用者数でいうと２８年度、２９年度

は１００％、括弧のところは１００％ですけれども、３０年度、令和元年度については、

（２）も含めて１００％を割っているという状況で、数字的にはあまりよろしくない数字

であったということです。 

 ただ、（２）の各教室講座の開催については、おおむね１００％は達成していて、４年間

のトータルでも５００％は達成しているというところは、結果が出るかなというところで

す。 

 評価のほうですけれども、３ページのところ、「管理運営状況の総合評価」で結論の総合

評価「Ｃ」は、おおむね妥当かと思いますけれども、内訳のところ、「５ 施設の効用の発

揮」のところの（１）から（３）まではすべて「Ｂ」になっていますけれども、ちょっと

私の感想としては、「Ｃ」でもいいのかなという気がしています。理由としては、（１）、（２）

は地域広報紙の掲載云々、あと無料巡回バス云々とありますけれども、利用者の数の達成

に必ずしも結果が出ていないのかなという気もするので、あえてこれは「Ｂ」でなくて、

この二つは「Ｃ」でもいいのかなという気がします。 

 あと、「（３）施設における事業の実施」は教室数についてなので、「Ｂ」でもいいのかな

とは思いました。 

 それから、４ページ、「総合評価を踏まえた検討」ですけれども、当初見込んでいたもの

がおおむね達成できた、そうかなと思います。 

 「指定管理者制度運用における課題・問題点」のところですけれども、ここに書いてあ

るとおり、施設の収益性が低下したと、老朽化で大規模修繕を控えてということなので、

次に来る指定管理者にあまり魅力を感じてもらえないかもしれないし、ここの今の指定管

理者も最終年度もどれだけやってくれるのかというのもちょっと心配なので、指定管理者

でやることはいいとは思うのですけれども、計画どおり大規模修繕をして、もうちょっと

施設を魅力あるものに変えることを計画どおり進めていただきたいなと思いました。 
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 以上です。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ほかにご質問、ご意見ございますか。 

 谷藤委員。 

○谷藤委員  ほぼいいかと思いますが、この３ページについては、総合評価「Ｃ」は、

内訳は、私も「Ｃ」でもいいかなと思っています。それで、単年度でいくとやりましたと

いうことで評価が出ているのですけれどもう少し成果というところを考えると、私は、（１）

は参加者に取り入れられているようなところが見受けられるように思ったので、（２）と

（３）ですね、（３）も教室はやっているのですけど、参加者数ということを考えると、逆

に（２）と（３）が「Ｃ」でもいいかなという感想を持ちました。感想です。絶対そうし

ろというほど強いわけではないです。 

○横山部会長  よろしいですか。 

 ありがとうございました。 

 ほかに何かございますか。 

 内山委員、何かございますか。 

○内山委員  これも利用者数のあれを見ておりますと、年々７、８千人ぐらいずつ減っ

ていっているということが、やっぱり施設の劣化もあるのかなと。また、さっき小川先生

が言われたとおり、周りに新しいのができたという話ありましたね、そういうこともある

のかなと。それも十分に、新しいのができたのは分かっていると思うのですけど、それに

対応するには、やっぱりそういうふうな、充実していかなければいけないのではないかな

と思います。 

 その点は市のほう、先ほどお話されましたけど、実際、大規模改修のお話されていまし

た。もう少ししっかりやっていかないと、年々劣化して、利用人数が減るのではないかと

思うのです。そのことをちょっと心配していまして。 

○横山部会長  市側に対する注文みたいな感じですね。市の側に対する。 

○内山委員  だから、市は、施設を立派にやって、多少、今の近代的な建物、今のやっ

ぱりどうしてもきれいなところに行かれるから、その点は十分踏まえて努力してもらいた

いなと思います。 

○横山部会長  小川委員、何かございますか。 

○小川委員  私も総合評価の「Ｃ」というのは、これ妥当だと思っていたのです。今、

内山委員から言われたように、これを見ますと年々利用者数が減少していっているわけで

すね。だから、そうすると次期指定管理者が応募するときも、市の設定は３２万人でする

と、ちょっと無理ではないかなというような感じがする。 

 それで今言われたように、やはりいろいろ指定管理者も努力しておりますけれども、施

設自体が、要するに魅力ある建物を考えていかないと、ちょっとこのまま減少していくの

ではないか。何か市に対する要望になってしまいますね。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 私も同じような意見でして、評価については妥当かなと思っております。 

 改善点等につきまして、やはり施設に起因する問題、限界がありましょうが、更に魅力

ある教室実施などで、この利用者数減少の歯止めを、増加とはなかなか言いにくいかと思
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いますけれども、減少の歯止めをぜひしていただきたいというふうに思います。 

 ほかに何かご意見等ございますでしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

○横山部会長  では、委員の皆様から様々なご意見いただきましたが、いただいた意見

を総合しますと、まず、市の作成した総合評価案につきましては妥当であるということで

す。 

 次に、制度継続の検討につきましては、結論としまして、継続は妥当であるということ

です。 

 改善点等につきましては、まず、市の側として、大規模修繕等も実施して魅力のある施

設にしていただきたいということ。指定管理者側につきましては、施設の問題もあります

けれども、教室、各講座等、更に魅力のある教室の実施等により利用者の減少の歯止めを

図っていただきたい、そういうようなことがございました。これらを本部会の意見とする

ことでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  それでは、これまでの意見を踏まえまして、「千葉市こてはし温水プール」

の指定管理者の行った施設の管理に係る総合評価についての本部会としての意見をまとめ

ていくということになりますが、詳細につきましては、私と事務局にて調整するというこ

とでご承認いただければと思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を、次期指定管理者の選定

の際に十分反映していただきたいと思います。 

 それでは、ここで休憩といたします。１３時再開でお願いします。 

（休憩） 

○吉野文化振興課長補佐  それでは、１３時になりましたので再開させていただきたい

と思います。 

 まず先に、事務局より、職員の入替えがありましたので、紹介させていただきたいと思

います。 

 千葉市都市公園施設を所管します、公園管理課長の植木でございます。 

○植木公園管理課長  植木でございます。よろしくお願いいたします。 

○吉野文化振興課長補佐  それでは、続きまして、千葉市花見川区花島コミュニティセ

ンターを所管します、花見川区地域振興課地域づくり支援室長の大八木でございます。 

○大八木地域づくり支援室長  大八木です。よろしくお願いいたします。 

○吉野文化振興課長補佐  座席表についてでございますが、午後が、すみません、私ど

もの部長の那須のほうが所要により欠席ということで、向かって右側の席一列目の一部、

座席を変更しておりますので、ご承知おきのほどよろしくお願いいたします。 

 では、よろしくお願いいたします。 

○横山部会長  よろしいでしょうか。 

 では、再開いたします。 

 「千葉市スポーツ施設等」の年度評価及び総合評価に入りたいと思います。 
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 まず、「千葉市スポーツ施設」の年度評価を行います。 

 事務局からご説明お願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  スポーツ健康課の山崎でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 午前中に続きまして、新型コロナウイルス感染症対策のため、できるだけ簡略して説明

させていただきます。 

 それでは、座って説明させていただきます。 

 「千葉市高洲スポーツセンターほか７施設及び千葉市磯辺スポーツセンター令和元年度

指定管理者年度評価シート」についてご説明いたします。 

 なお、「指定管理者年度評価シート」では、高洲スポーツセンターほか７施設としており

ますけれども、具体的には、高洲スポーツセンター、武道館、宮野木スポーツセンター、

北谷津温水プール、中田スポーツセンター、みつわ台体育館、古市場体育館、相撲場とな

ります。これに磯辺スポーツセンターを加えた９施設を本評価シートでまとめてご説明を

いたします。 

 では、資料７－１「令和元年度指定管理者年度評価シート」をお願いいたします。 

 まず、「１ 公の施設の基本情報」についてでございますが、記載のとおりとなっており

ます。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」についてご説明いたします。 

 指定管理者は、スポーツクラブＮＡＳ株式会社でございます。管理運営費の財源につき

ましては、指定管理料及び利用料金収入となっております。 

 次に、「３ 管理運営の成果・実績」についてご説明いたします。 

 まず、「（１）成果指標に関わる数値目標の達成状況」についてですが、高洲スポーツセ

ンターほか７施設の利用者数は４８万８，９２１人で、市が定める目標に対する達成率は

１０９％となりました。また、各種教室・講座の開催につきましては年間２５４回、市が

定める目標に対する達成率は２５４％となりました。磯辺スポーツセンターの利用者数に

つきましては５万４，７１７人で、市が定める目標に対する達成率は１０９％となりまし

た。 

 なお、本施設につきましては、平成２９年度のオープン以来、周辺地域への周知が進み、

利用者は増加しているものと考えています。各教室・講座の関係につきましては２０回、

市が定める目標に対する達成率は１１８％となっています。 

 ２ページをお願いします。 

 「（２）その他利用状況を示す指標」についてでございますが、該当はございません。 

 「４ 収支状況」の「（１）必須業務収支状況」についてご説明いたします。 

 高洲スポーツセンターほか７施設では、収入が約３億２００万円に対し支出は約３億１，

７００万円で、収支は約１，５００万円の赤字となります。赤字の要因といたしましては、

収入面では、夏季の風水害及び新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響等により利用収入

が減少したこと、支出面では、主にプールにおける夏季水道料金の増加によるものと思わ

れます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 磯辺スポーツセンターでは、収入が約３，２００万円に対して支出も約３，２００万で
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あり、収支は約２万円の赤字となりました。 

 次に、４ページをお願いいたします。「（２）自主事業収支状況」をご覧ください。 

 高洲スポーツセンターほか７施設では、収入が２，９００万円に対し支出が１，８００

万円となり、収支は約１，１００万円の黒字となりました。磯辺スポーツセンターでは、

収入は約９１万円に対し支出は約７６万円であり、収支は約１５万円の黒字となります。 

 なお、収支合計額は総収入額の１００％以下であるため、市が指定する利益還元はござ

いません。 

 次に、５ページの下段、「５ 管理運営状況の評価」をお願いいたします。 

 こちらの評価につきましては、下の四角い枠内に記載してある「評価の目安」に基づき

評価をいたしました。 

 「（１）管理運営による成果・実績」についてですが、まず、高洲スポーツセンターほか

７施設の利用者数につきましては、市が定める目標に対する達成率は１０９％となります

ので、評価を「Ｂ」といたしました。各種教室・講座の開催につきましては、市が掲げる

目標に対する達成率は２５４％となり、また、指定管理者が定める目標に対する達成率も

２０３％と、設定の目標の１２０％以上の達成及び指定管理者設定の目標も達成したため、

評価を「Ａ」としております。 

 磯辺スポーツセンターの利用者数は、市が定める目標に対する達成率は１０９％となり

ますので、評価は「Ｂ」といたしました。各種教室・講座の開催につきましては、市が定

める目標に対する達成率は１１８％となりますので、評価は「Ｂ」といたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」についてですが、どちらも新型コロナウイルス

感染症に伴う休業補償を除き指定管理料支出は提案額と同額のため、評価は「Ｃ」となっ

ています。 

 次に、「（３）管理運営の履行状況」ですが、主に指定管理者の自己評価と市の評価の違

いについてご説明いたします。 

 「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」、２、「（２）施設の維持管理業務」及び

３、「（１）幅広い施設利用の確保」、「（３）施設における事業の実施」、「４ その他」では、

指定管理者の自己評価は「Ａ」となっておりますが、市の評価としましては、特記事項に

記載しているように、市の管理運営の基準、事業計画書等に定める水準を上回る優れた管

理運営が行われているものの、特筆すべき特に優れた取組みまでとは言えなかったと判断

し、「Ｂ」判定といたしました。 

 ７ページをお願いいたします。 

 「（４）市民局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応」につきましては、いただ

いたご意見に対しまして、メールマガジンの登録者数を昨年度比で２０％増加するなど、

記載のとおり対応いたしました。 

 次に、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」についてご説明いたします。 

 まず、「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」の結果についてです。２回実施して

おります。１回目は令和元年７月２５日から８月２５日の期間に５８２人の方が、２回目

は令和２年２月１０日から３月２５日の期間中に５９７人の方から回答いただきました。 

 主な項目をご説明いたします。まず、スタッフの対応、施設満足度については、「とても
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よい」、「まあよい」と回答した方が９０％以上となり、指定管理者の接遇研修等の効果が

伺え、指定管理者による施設管理が適切になされているものと考えます。スタッフによる

接遇対応がおおむね好感を得ており、全体的な施設満足度、施設の好評価につながるもの

と思われます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」についてご説明したいと思

います。 

 まず、みつわ台体育館のトレーニング室の器具の不具合についてご指摘をいただきまし

たが、対応に時間がかかってしまったことを謝罪し、修繕が完了した際に改めてご報告い

たしまして、改善したことをご本人にご確認いただきました。 

 次に、宮野木スポーツセンター内の歩道が木の根により歩きづらく、ランニング等の際

には転倒の危険があるとのご指摘があった件につきましては、舗装を剥がし該当の根を除

去した上で再舗装を実施いたしました。 

 最後に、「７ 総括」についてご説明いたします。 

 「（１）指定管理者による自己評価」については、「Ｂ」となっております。評価の理由

ですが、施設の利用確保策では、施設無料開放と庭球場の日没利用半額サービス、屋外プ

ールでのポイントカード等の提案事項にもかかわらず、利用者の要望に応じた営業時間の

拡大、個人利用者利用促進としてポイントカードの導入などを実施したことにより利用者

数の拡大を図り、成果指標の目標を上回ったことや、施設維持管理業務では、施設巡回、

日常・定期点検による不都合箇所の早期発見、早期対応に努めたこと、また、自然災害発

生時の避難所開放やコロナウイルス感染防止対策において千葉市や各機関と協力して市民

の安全確保に尽力したことなどにより、「Ｂ」と評価しております。 

 「（２）市による評価」については、評価を「Ａ」としております。お配りしている参考

資料６の裏面にもございますけれども、指定管理者モニタリング・評価マニュアルの「統

括評価の目安」に基づき、評価項目の５０％以上が「Ａ」もしくは「Ｂ」、かつ、「Ａ」評

価が１以上あることから、この目安によると評価は「Ａ」となり、成果目標の達成率やア

ンケート結果から、この目安どおりの「Ａ」といたしました。 

 具体的には、成果指標に関わる数値目標の達成状況、施設利用者数１０９％、各種教室・

講座の開催２５４％と目標を上回っており、夏季の台風や大雨及び新型コロナウイルス感

染拡大の際も迅速かつ適切な対応を実施し、円滑な施設再開や市の円滑な事業実施に寄与

したことなどから、市が掲げる水準を大きく上回って特に優れた管理運営が行われている

ものと評価いたしました。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいま、事務局から一通りご説明をいただきました、千葉市スポーツ施設の年度評価

につきまして評価案が示されましたが、まず、この市当局の作成した評価の妥当性につい

て、及び、指定管理者の施設のサービス水準向上、業務効率化の方策、また、改善を要す

る点等について、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。ご質問も含めて、何

かございましたらお願いします。 

 いかがでしょう。 
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○小野寺委員  それでは、まずは資料７－１の１ページで、「３ 管理運営の成果・実績」

のところで、まず、高洲スポーツセンターほか７施設については、利用者数、教室・講座

の開催数とも数値の達成をしているというところが評価できるということ。それから、磯

辺スポーツセンターにおいても同様に、利用者、教室の数も数値目標を達成しているとい

うところは評価できると思います。あとは、財務的な評価はほかのところでとして。 

 市の評価のほうですけれども、５ページの「管理運営状況の評価」、こちらは数値による

ものなのですが「Ｂ」、「Ａ」、「Ｂ」、これは妥当だと思います。 

 そして、６ページの上のところ、「（１）経費縮減への寄与」も「Ｃ」、「Ｃ」は妥当だと

思います。 

 その下の「管理運営の履行状況」、（３）のところ、こちら、指定管理者は「Ａ」をつけ

ているところが多いですけれども、市としては全部「Ｂ」ということで評価をしています。

こちら「Ａ」というのは、この下のところの目安のところに書いていますけど、特に優れ

た管理運営、「Ｂ」は優れた管理運営、定性的なので感覚的なところによるものが多いと思

いますけれども、特に優れたというのは、よほど何かないとつけられないものだと思うの

で、この自己評価「Ａ」になっているところを市が「Ｂ」に直したというところというの

は問題ないかなと、したがって、市の評価は妥当ではないかなと思いました。 

 続いて８ページ、総括評価ですけれども、こちらのほう、指定管理者は「Ｂ」とつけて

いるけれども、市のほうは「Ａ」ということで、全体としてはこの数値も安定しているし、

その他、問題もなければアンケートの結果もよい、やるべきことをきっちりやっていると

いうことを含めて総括評価「Ａ」というのは妥当ではないかなと思います。 

 ただ、評価はいいのですけれども、指定管理者に対する要望として、これは去年、７ペ

ージのところを見ると、去年の意見の一番上、ここの委員会の意見で、メルマガの登録者

数を増加させる等云々ということで意見をさせていただいて、それに対して去年よりも２

０％増加したとありますが、一方でこの下のところのアンケートの結果を見ると、メルマ

ガを登録しているという人は、１回目のアンケートだと６．７％、２回目だと５．７％に

すぎないということで、利用者がこのアンケートを見ても、高齢の人が多いということも

あるとは思いますけれども、いま一度増加させるようにお願いをしたいなと思います。 

 以上です。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ほかにご意見、ご質問ございますか。 

 谷藤委員。 

○谷藤委員  おおむねいいかと思うのですが、やっぱり管理運営のところが、自己評価

が「Ａ」で、市の評価は「Ｂ」というところが、自己評価が高い気がするのですが、これ、

資料７－２のところかな、この数字だけを見ると市の評価は「Ｃ」だけど、中身をみると

評価を修正しているというところで「Ｂ」に変わっているという理解でよろしかったです

よね。 

 何か数字だけ見ると「Ｃ」なのに中身を見ると「Ｂ」に、ちょっと変わったことをやっ

ているって評価をしました。理由、スタンスはいいのですけど、そうするとその「Ｃ」を

つけたところがこれでいいのかというちょっと疑問があったり、その指定管理者が自己評

価にこだわってはいないのかなということはちょっと心配になります。 
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 それで、総括評価が、これ市の評価が、６ページは１個も「Ａ」がなくても総括は「Ａ」

となっていいのでしょうかというところ、ちょっと分からなくなってしまったのと、違和

感もあるということと、あと、ちょっと細かいというか具体的なところなのですが、８ペ

ージの上のほうに「市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」とあるのですけ

ど、内容を見ると、ちょっと運営上、トレーニング機器の不具合だとか、あとは舗装が乱

れていたとかは苦情が出る前にチェックしてほしいところだなというふうには思いました。 

 以上です。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 内山委員、先ほどちょっとユーザーのご意見に対して。 

○内山委員  今これ、利用者を増やそうと思って保護家庭だとかひとり親家庭とか、独

自の割引をやる、なかなか努力しているな、それでまた、修理もすぐやるというので、何

か相当これに対して努力しているかなと、このまま続けていっていただければいいかなと

思います。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 小川委員、何か。 

○小川委員  ほとんどもう委員さんに言い尽くされて。「管理運営の履行状況」のところ

で、自己評価「Ａ」が多くて、市の評価が「Ｂ」ですよね。ちょっと違和感を覚えます。 

 それともう一つは、ちょっと細かい話なのですけど、夏季の水道料金の増加というのは、

これはあれですか、当初予定していたより増えたということ。 

 それともう一つ、ここに、これはいいことなのですけれども、各人、実際にスタッフが

迅速な救援活動を行った結果、人命救助に寄与し、消防署に表彰されたケースがある。こ

れは何年頃起きたのか、具体的にどういうことがあった。 

○山﨑スポーツ振興課長  それでは、人命救助のほうから。こちらについては、中田ス

ポーツセンターにおいて、平成３０年度の事例でありますが、グランド・ゴルフに参加し

ていた７０代の利用者の方が心肺停止で倒れられました。人命救急措置を実施しまして、

救急隊が駆けつけるまで心臓マッサージ等を行ったことによって、的確な措置をしていた

だいたというので、これは消防署のほうから表彰されているという事例でございます。 

○横山部会長  お願いします。 

○スポーツ振興課職員  参考資料６と書かれている裏面のほうになりますが、「総括評価

の目安」というのがあります。ここは「Ａ」のところが、評価項目の５０％以上が「Ａ」

又は「Ｂ」、かつ、評価項目の１個以上が「Ａ」ということになってございます。基本的に

はこれは目安でございますので、その目安の妥当性があるかというところで判断するとい

う考え方です。 

 戻りまして、「年度評価シート」のほうですが、５のア、（１）のところで、「Ａ」という

評価をつけております。このため、「Ａ」又は「Ｂ」が５０％という条件を満たしているこ

と、かつ、「Ａ」が１個以上あり、「Ｄ」「Ｅ」がないと、そういうことで目安では、「Ａ」

となります。 

 あとは、先ほどご説明をさせていただいたとおり、アンケート結果などを加味いたしま

すと、この目安どおり「Ａ」という評価は妥当ではないかということで、市のほうとして

は「Ａ」という評価をつけているところでございます。 
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○横山部会長  ほかにご意見ございますか。 

 どうぞ、谷藤委員。 

○谷藤委員  一つ以上が「Ａ」は気にしないということですか。 

○スポーツ振興課職員  一つ以上が「Ａ」というところが５のアの（１）になります。

５の評価になりますので、（３）だけではなく（１）、（２）を含むこととなります。 

○横山部会長  資料７－１の５ページ目の５番のところですね、「管理運営状況の評価」

でアの（１）のところ。 

○谷藤委員  分かりました。 

○横山部会長  よろしいでしょうか。 

 私ちょっと意見申し上げますと、「Ａ」という評価ですけれども、「Ａ」というのは完璧

に近いものなので若干どうなのかなと疑問に思うことがあるのですね。というのは、総合

評価のところで「Ｃ」の根拠にも触れていますが、自主事業の利益還元がなされていない

で、これは過去に利益還元をされたこともあったと思いますので、達成不可能な目標では

なさそうな感じなのですけれども、今年も利益還元されているのであれば「Ａ」をつけて

もいいのかなと思いますけど、ただ、そこの部分がまだもうちょっと努力の余地がありそ

うな感じがするので、微妙なところかもしれませんけれども、何か一番いい評価はちょっ

と時期尚早ではないかという印象でした。その辺、また改めて「年度評価シート」のほう

で見直しがあるのかもしれませんけれども、利益還元って市のほうでどのようにお考えな

のでしょうかね。 

○スポーツ振興課職員  利利益還元につきましては、年度ごとの事業計画と、実績との

差額から算定されるものとなっております。もともと提案の段階でかなり余裕を持ってい

るか厳しくいくか、要は利用料金収入を少なめにしておき、指定管理委託を多めに見積も

るのか、逆に利用料金収入を多めにして、指定管理委託料を少なめに見積もるのか、そこ

に連携をしてくるので、当初その指定管理の利用料金もあんまり入らないと想定すれば、

当然、指定管理料は多くなるというような形、実績としては黒字になりやすくなります。

そこが指定管理委託料削減のほうで見るのか、利益還元で見るのか、こちらは表裏一体と

なっているものでございますので、そこをどう評価するかは、なかなか難しいと思います。 

○横山部会長  では、今回はその管理料の削減のほうに重きを置いた、そういうご判断

だということですね。 

○スポーツ振興課職員  もともと提案していただいた指定管理料をかなり安く提案して

いただいていて、ほかの団体さんよりは安い値段で事業計画を作っていただいているとい

うところがあるので、目標を達成して運営しているというときに、それ以上の還元してい

ただいているということがないということをもってマイナスの評価をしていないという考

え方という意味です。 

○横山部会長  分かりました。ありがとうございます。 

 ほかにご意見等よろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  今、委員の皆様から様々なご意見をいただきましたが、いただいた意見

を総合しますと、まず、市が作成した年度評価については妥当であるということ。 

 また、施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化の方策、また、改善を要する点等



―４１― 

の主な視点といたしましては、利用者増加への努力は評価できる、このまま継続していた

だきたいということです。ただ、メールマガジンの登録者数については増加させるように

努力していただきたいというようなご意見がございました。 

 これらを踏まえて、本部会の意見としてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 次に、年度評価では指定管理者の倒産・撤退のリスクを把握することとなっています。

これから計算書類等を基に指定管理者の財務状況等に関する意見交換を行うことになりま

すが、当該施設の指定管理者であるスポーツクラブＮＡＳ株式会社の計算書類等一部の資

料は一般には公開されていない法人等情報を含んでおり、千葉市情報公開条例第７条第３

号に該当する不開示情報となりますので、同条例第２５条ただし書の規定により、ここか

らの会議は非公開といたします。既に傍聴人の方、退室していただきましたので、大丈夫

でございます。 

 では、公認会計士でいらっしゃる小野寺委員から、指定管理者の財務状況等に関して計

算書類等を基にご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

（※財務状況等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（法人情報）が含まれているため、表示していません。） 

○横山部会長  では、財務状況についての意見としましては、やはり新型コロナの影響

で注視すべき点がありますが、直ちに撤退・倒産等のリスクはないと考えられます。ただ

し、市は指定管理者と密に連絡を取り合って情報を共有していただきたいということです。 

 これを本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  では、これからの会議については公開といたします。傍聴人の方を中に

ご案内してください。 

［傍聴人 入室］ 

○横山部会長  では、これまでの意見を踏まえて、「千葉市スポーツ施設」の指定管理者

の行った施設の管理に係る年度評価についての本部会としての意見をまとめていくという

ことになりますが、詳細につきましては、私と事務局にて調整するということでご承認い

ただければと思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 では、続きまして、総合評価についてご審議いただきます。 

 事務局からご説明お願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長 総合評価についてご説明をさせていただきます。資料８「千葉

市高洲スポーツセンターほか７施設及び千葉市磯辺スポーツセンター指定管理者総合評価

シート」をお願いいたします。 

 「１ 基本情報」につきましては、記載のとおりとなります。 

 「２ 成果指標等の推移」につきましては、（１）及び（２）についてはいずれの成果指

標においても目標を達成しております。 

 ２ページをお願いいたします。（３）についてはございません。 
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 「３ 収支状況の推移」についてご説明いたします。 

 まず、千葉市高洲スポーツセンター及びほか７施設についてですが、総収支の合計では

約１，３００万円の黒字となりました。主な要因としましては、平成２８年度に人件費の

削減や電力自由化に伴う委託業者の見直し等による運営経費削減と、積極的な自主事業実

施による自主事業収益の売上げにより約１千万円の黒字となったほか、平成２９年につい

ても自主事業の収益により約７００万円の黒字となったためと考えております。また、令

和元年度については台風や大雨の被害及び新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う施設休

館の影響により利用料収入が減少したことから、約４００万円の赤字となっております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 千葉市磯辺スポーツセンターでは、総収支の合計では約６００万円の黒字となりました。

主な要因といたしましては、平成２９年度に事務管理費及び委託費を他施設と一括発注す

ることにより金額を安く抑えられたため、約３００万円の黒字となったほか、平成３０年

度にも同様の経費の削減を行ったこと及び利用者数の目標を上回る利用料収入が増加した

ことにより約３００万円の黒字となりました。 

 ４ページをお願いいたします。 

 「４ 管理運営状況の総合評価」についてご説明いたします。 

 まず、「１ 成果指標の目標達成」ですが、利用者数及び教室開催数が目標数値を上回る

成果を達成したため、「Ｂ」と評価しました。 

 次に、「２ 市の施設管理経費縮減への寄与」についてですが、削減率５％に満たないた

め「Ｃ」と評価いたしました。 

 「３ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」について、施設の利用調整業務により

地域利用団体の優先利用を積極的に受け入れるとともに、市の調整業務についても積極的

に補助を行っている。市の施設利用調整業務の円滑な運営に寄与しているため、「Ｂ」と評

価いたしました。 

 「４ 施設管理能力」については、「（１）人的組織体制の充実」では、救命講習や消防

講習を実施するなどスタッフの能力の向上に努めて、疾病者が出た際にも迅速で適切な対

応を行っていることから、「Ｂ」と評価しました。 

 「（２）施設の維持管理業務」では、備品や施設の破損等について積極的に修繕を行って

いることや、指定管理者たちで修繕できるものは自身で積極的に修繕を実施し、使い方等

を工夫するなど施設の設備の保守について、より良くしようと積極的に工夫し取り組んで

いるため、「Ｂ」と評価しました。 

 「５ 施設の効用の発揮」について、「（１）幅広い施設利用の確保」では、生活保護家

庭やひとり親家庭、失業世帯まで割引制度を拡大しており、メールマガジンの配信を独自

に実施するなど、利用者満足度の向上と利用者拡大に向けて取り組んでいるため、「Ｂ」と

評価しました。 

 「（２）利用者サービスの充実」については、施設管理者の提案より北谷津温水プールボ

イラー入替え工事を実施し、ボイラーの安全点検による約３０日の休館が不要となり、施

設の開館日数が増加し利用者サービスにつながったため、「Ｂ」と評価といたしました。 

 「（３）施設における事業の実施」については、おおむね管理運営の基準に定める水準ど

おりの運営であるため、「Ｃ」と評価しました。 
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 次に、「６ その他」についてですが、市内在住者の雇用率８９．４％、障害者の雇用１

２名、提案時の目標を上回っており積極的な市内雇用、障害者雇用に取り組んでいるため、

「Ｂ」と評価いたしました。 

 総合評価については、参考資料７の「評価の目安」に基づき、事業計画等に定める水準

や市の指定管理者に対する期待を大きく上回る特に優れた管理が行われているものと判断

し、「Ａ」といたしました。 

 ５ページをお願いいたします。 

 「５ 総合評価を踏まえた検証」についてですが、「（１）指定管理者制度導入評価の検

証」については、利用者数及び教室開催回数が市の設定する目標を上回っており、施設の

管理運営において民間活力を生かした創意工夫が図れており、利用者の満足度向上や市の

円滑な事業運営に大きく寄与していることから、当初の見込みを上回る効果が達成できた

ことと評価いたしました。 

 「（２）指定管理者制度運用における課題・問題点」についてですが、利用者へ丁寧な対

応や施設運営における創意工夫を行うなど、管理運営業務においては非常に高い評価を得

ている一方で、指定管理期間における利益額が少なく、市への利益還元については少額と

なっているため、今後の指定管理制度の運用においても管理運営業務と併せて利益還元実

施についても求めていきたいと考えております。 

 最後に、「（３）指定管理者制度継続の検討」についてですが、指定管理制度導入効果に

ついて当初の見込みを上回る効果が達成できたほか、これまでの評価の内容を総合的に考

慮し、指定管理者制度を継続することとしております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいま事務局から一通り説明をいただき、「千葉市スポーツ施設」の総合評価につきま

して、「管理運営状況の総合評価」と「総合評価を踏まえた検討」が示されましたが、この

市当局の作成した総合評価や総合評価を踏まえた検討内容について、評価の妥当性、指定

管理者制度の導入効果や課題等を踏まえた制度継続の検討、その改善点等について委員の

皆様から意見をお聞きしたいと思います。ご質問含めて何かございましたらお願いします。 

 小野寺委員。 

○小野寺委員  まず、資料８の１ページ、「成果指標等の推移」のところを見ますと、高

洲スポーツセンターほか７施設のほうは２８年度で９９％という達成率ではありましたけ

れども、それ以降、２９、３０、元年と１００％を超えて、合計でも１０４．６％と１０

６．９％ということで達成しているというところを評価できると思います。また、教室の

ところも達成していて評価できると思います。 

 磯辺スポーツセンターにおいても、２９年は８５．６％ですけれども、３０、元年と合

計点も１０２．６％と達成していることを評価できると思います。 

 ２ページのほうの各教室・講座のほうについても、３０年度、元年度、合計でも達成し

ていて評価できると思います。その結果、この４ページのほうで「管理運営状況の総合評

価」のところですけれども、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｂ」、「Ｂ」というところで、それぞれ評価の内

容・理由のところを見ますと妥当な評価ではないかなと思います。 

 そして、総合評価のほう、これはさっきの案件で話あったとおり目安に照らすと「Ａ」
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ということで、数字的にもしっかり達成をしている、その他定性面でもよい運営、経営が

なされていたと評価できると思いますので、この市の評価は妥当であるかと思います。 

 また、５ページのほう、「指定管理制度導入効果の検証」のところは、当初の見込みを上

回る、これはこのとおりだと思います。指定管理制度自体も、これは継続で妥当ではない

かなと思っています。やっぱり一番大事なところは、この真ん中の「（２）指定管理者制度

運用における課題・問題点」のところにありますけれども、非常に高い評価を得ていると

いうところ、これが一番のポイントだと思いますので、こういった評価が得られるように

指定管理制度を続けていってよいかなと思います。 

 以上です。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ほかにご意見、ご質問ございませんか。 

 ちょっと私のほうから質問させていただきたいのですが、今回、資料８、４ページ目の

「４ 管理運営状況の総合評価」の５番目、「５ 施設の効用の発揮」、「（３）施設におけ

る事業の実施」ということが「Ｃ」、及第点になっております。この点に関して、他施設を

見てみますと、資料６の３ページをご覧いただくと、こちらの、違う施設ですけど、同じ

項目「Ｂ」とされていて、その理由として教室数を挙げておるのですね。これ教室数２２、

資料５－１のところで１１６％（２７５％）というところ、これに対して資料７－１、当

該指定管理者の場合２００％、（２５４％）、特に数字で資料６の管理者と比べると劣るよ

うなことはないと思うのですけれども、なぜここで評価が分かれるのか、そこをちょっと

ご説明いただきたいのですね。「Ｂ」でもいいのではないかなという気がしますけど。 

 お願いします。 

○スポーツ振興課職員  おっしゃるとおり、ほかの施設と比べて「Ｂ」の評価が妥当な

のか考慮するべきところだと思います。ただ、ほかのところより基準値の評価が高かった

ということで、ほかの施設と合わせて「Ｂ」としても良いと思います。 

○横山部会長  逆に、資料６のほうの施設で、数字以外で評価したのであればそこを示

していただければ分かりやすいと思うのですけれども。特に市としては、この「Ｃ」評価

そのままと、そういうことでよろしいですかね。 

○スポーツ振興課職員  すみません。おっしゃるとおり、「Ｂ」という評価に合わせてい

ただくとよろしいかなと思います。 

○横山部会長  分かりました。 

 あと、質問なのですけれども、資料８の５ページ目です、「総合評価を踏まえた検討」で、

（１）の下の理由部分、判断の理由の中で「民間活力を生かした創意工夫が図られており」

と書いてあります。まさにこの指定管理者制度導入の効果の趣旨に適ったような結果にな

っているということで。市として考えると、この民間活力、この当該事業者、何が優れて

いたのか。別に今までご説明いただきましたけど、どういう点がこれまでの指定管理の効

果、市の直営の場合と異なってこの指定管理者で導入してよかったという、そういう点が

どこなのか、その民間活力のどういう点が具体的に挙げられるかということをお願いしま

す。 

○スポーツ振興課職員  事務局からご説明します。 

 この件にお答えさせていただくのですけれども、民間活力を生かしたという部分は幾つ
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かあるのですけれども、例えば利用者のニーズに合わせまして開館時間を早めたり、冬期

の時期は朝早く開けてほしいという思いに合わせまして早朝の開館時間を早めたり、日が

長い時間帯は開館時間を延長したり、柔軟に応えて事業時間を変更すると、そういった部

分がございまして、指定管理者独自の制度ではスタンプラリーとして、１０回来れば１回

分、利用の割引がある、そういったようなことの制度というのは利用者にとってのメリッ

トでもございますし、あとは、施設のスペースの活用として、例えばクリスマスにはツリ

ーの飾りつけをやっているとか、春の時期にはひな祭りとか、そういったような維持管理

だけではなくて利用者の満足度を向上させるような取組みというのもかなり行っていて、

そういう部分も評価させていただいているようなところであります。 

 指定管理導入のメリットを二つ、一つは業務経費の削減、もう一つが利用者の満足度を

いかに上げるか、となります。今回、先ほど具体的にお話があったとおり、市が実施すれ

ばそんな簡単にいろいろなものをできない。要は時間がかかったりいろいろなことが簡単

にはできない。指定管理者であればそこに投資して利用者を増やす、そういうような経営

的な判断も、当然、市がやっているよりは接遇の部分では効果的かなというふうに思いま

す。そういったことを考えたときに、実際数字として出てくるというところがこちらの評

価させていただいたところかなというふうには思います。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ほかにご質問。谷藤委員。 

○谷藤委員  全体的にはおっしゃるとおりかなと。先ほどの４ページの５の（３）も「Ｂ」

でもいいのかなとも思いましたが、まずその点に関して言うと、何か教室が小さくなって

きて数が増えてくるというのを見受けられる気がするので、ただ、小さい教室をして参加

者の満足が高まればそれはいいですし、そのことがほかの人たちにも、よりいい影響があ

ったのであればすごく、少ないからよくないということはないと思うのですけど、ほかへ

の影響力があると、それは評価できるなというふうに思いました。 

 それと、指定管理者のお金とノウハウという話があったのですけど、一つは、この施設

がいっぱいなので一個一個でやるよりはまとめてやったことのメリットみたいなのがある

という、そこを評価できるというふうになると、全体としては「Ａ」というふうなのがす

んなり受け取れるなというふうには感じました。 

 以上です。 

○横山部会長  ほかにご意見、ご質問ございませんか。 

○内山委員  すみません。今、横山部長さんが言われたのが一つあって、ちょっと私、

納得が、分からないもので、ちょっとお願いしたい。最初、資料６のほうは評価が「Ｃ」、

「Ｃ」、「Ｃ」、「Ｃ」、「Ｂ」、「Ｂ」で、最後、総合が「Ｃ」、このこっちの資料８のほうとす

ると「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｃ」、「Ｃ」、「Ｃ」、「Ｂ」となって最後の総合は「Ａ」となっています

けど、最初のほうは極端に言えば単年度でやっているのか、いや、こっちは総合だから３

年目で重ねたのでやっているのか、そこのところをちょっと理解しないもので、説明する

のに困ったなと。一つだけ教えていただきたいなと。 

○横山部会長  はい。 

○スポーツ振興課職員  今回の評価の考え方としては、参考資料７をご覧ください。こ

ちらはさっきの年度評価の次のページに記載されています。総合評価に関しましてはこの
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４年間の評価をまとめたものです。それを「Ａ」ですとか「Ｂ」という評価の数を単純に

計算したものが評価の目安となり、それを見たときに、そのままの評価が妥当か、それと

も多少のプラスアルファの評価をするべきか、又はマイナスに評価したほうがいいかとい

う検討の結果をもって総合評価としております。 

○横山部会長  ほかによろしいですか。 

○小川委員  全体的に利用者数が増えていますし、特に今までの施設は水準どおりでも

ここだけは期待を上回っているということで、ここは特によく頑張っているということで、

継続を求めます。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ほかによろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  では、この総合評価ですよね。総合評価について「Ａ」でよろしいでし

ょうか。 

(異議なし) 

○横山部会長  ただいま委員の皆様からの様々なご意見いただきましたが、取りまとめ

いたしますと、まず、市の作成した総合評価については妥当である。 

 次に、継続の検討につきましては、継続が妥当である。改善点等につきましては、高い

評価が得られているのでこのまま継続していただきたい、あるいは利用者も増加している

と評価できるということがありました。これらを本部会の意見とすることでよろしいでし

ょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  それでは、これまでのご意見を踏まえまして、「千葉市スポーツ施設」の

指定管理者の行った施設の管理に係る総合評価についての本部会としての意見をまとめて

いくということになりますが、詳細につきましては、これまでと同様、私と事務局にて調

整するということでご承認いただければと思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示されたご意見を次期指定管理者の選定

の際に十分に反映していただきたいと思います。 

 それでは、次に、「千葉市都市公園施設」の年度評価及び総合評価に移ります。 

 まず、「千葉市都市公園施設」の年度評価を行います。事務局からご説明をお願いします。 

○植木公園管理課長  公園管理課、植木でございます。よろしくお願いいたします。 

 座ってご説明いたします。 

 それでは、資料９－１をご参照いただければと思います。「令和元年度指定管理者年度評

価シート」の結果をご説明いたします。 

 はじめに、２ページ上段の「１ 公の施設の基本情報」でございまして、施設名称は千

葉公園野球場ほか２５施設。条例上の設置目的は都市公園法に基づく都市公園施設でござ

います。ビジョンは本施設におけるスポーツ、レクリエーションを通じて健康増進を図っ

ております。 

 ミッションは二つ、一つ目が快適なスポーツ・レクリエーションの提供ということです。
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二つ目が、各種スポーツの普及、健康増進に関する契機となる事業を企画するということ

です。 

 制度導入により見込まれる効果は、記載のとおりでございます。 

 成果指標は施設利用者数とし、数値目標は年間５５万人以上を目標としております。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」は、指定管理者名はスポーツクラブＮＡＳ株式会社、

主たる事業所の所在地は記載のとおりでございます。指定期間は、平成２８年４月から令

和３年３月までの５年間。選定方法は公募であり、管理運営費の財源は、指定管理料、利

用料金収入、自主事業収入で構成しております。 

 下段の「３ 管理運営の成果・実績」でございます。 

 「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」でございます。 

 恐れ入ります、一つ、数字をご確認いただきたいのですが、（１）の表の二つ目、数値目

標を今、５５万７，８００人を５５万７，３００人に修正させていただければと思います。 

 施設使用者数は４６万３００人となり、市設定の５５万人に対しまして達成率は８３．

７％、指定管理者の数値目標は５５万７，３００人に対して８２．６％の結果でございま

す。指定管理者から提出いただいています、「（２）その他の利用状況を示す指標」となる

各種教室・講座の回数は、６５教室以上に対して４８教室を開催したところであり、達成

率は７３．８％でございます。 

 続いて、２ページをご覧いただければと思います。 

 「４ 収支状況」でございます。 

 「（１）必須業務収支状況」の「ア 収入」でございます。指定管理料、利用料金収入、

その他収入の合計が３億３，４７５万８千円です。計画と実績の差異ですが、利用料金収

入において計画に対する実績が７２７万８千円下回っております。主な要因は、コロナウ

イルス感染症の影響による減収となっています。 

 続いて、その下の支出ですが、人件費、事務費、管理料、６費目の合計で３億８８２万

９千円でございます。計画と実績の差異ですが、事務費において計画に対する実績が２，

４０８万６千円下回っております。主な要因は、事業計画段階で光熱水費や設備機器管理

費について少し余裕を持った計画値に対しまして、下段の委託料にも関連いたしますが、

７０９万５千円の算定とも関係いたしますが、設備点検等々、自前のスタッフで実施した

ことによって経費縮減による努力というふうになっております。 

 続きまして、３ページをご覧ください。最上段の「（２）自主事業収支状況」でございま

す。 

 左側の「ア 収入」については、自主事業収入が４９７万１千円、右側の支出は、人件

費、事務費、委託料の９項目の合計が４４９万５千円でございます。 

 中間、「（３）収支状況」でございますが、必須業務の収支が２，５９２万９千円の黒字、

自主事業の収支は２万４千円の赤字となります。下側に行きまして、下段の総収入と総支

出が２，５９０万５千円の黒字という形になります。 

 利益の還元に関しましては、１ページお戻りいただくと２ページ目の最上段のほうで指

定管理料の実績は２億７，０５８万６千円とありまして、この１０％が約２，７０５万８

千円となりますので、それぞれお手数ですが３ページにお戻りいただいて、中段の今の総

収入と総支出では２，５９０万５千円と比較いただいた結果、１０％に満たないという形
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で、利益還元率が今回は０円という形になります。 

 次に、下段の「５ 管理運営状況の評価」でございますが、「（１）管理運営による成果・

実績」ですが、施設利用者数が市設定の５５万人の目標に対して８３．７％であり、最下

段の評価の内容、成果指標が市設定の数値目標の６０％以上８５％未満となったため、評

価は「Ｄ」というふうにいたします。この結果でございますけれども、屋外施設全般の入

れ込みに関係いたしたと思いますが、昨年度は週末、土日がことごとく雨、加えて房総半

島台風、東日本台風と、さらに１０月２５日房総豪雨と災害級の気象が直接的に影響した

ものと考察しております。 

 続いて、４ページをご覧いただければと思います。 

 「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」ですが、選定時の提案額と同額又は５％未満の

削減となりましたので、今回は「Ｃ」という評価といたしました。 

 続いて、「（３）管理運営の履行状況」ですが、指定管理者の自己評価は、「（２）施設の

維持管理業務」が「Ａ」、残る６項目は「Ｂ」であります。対しまして市の評価は、２の「（２）

施設の維持管理業務」は、施設スタッフによる保守点検、修繕・補修実施により、コスト

縮減と迅速な対応が図られていること、台風通過後の主施設の損傷に対しても迅速な補修

により早期に施設が再開されたというところを評価いたしまして、「Ａ」といたしました。 

 次に、３、「（１）幅広い施設利用の確保」につきましては、日照時間や気温が変化する

季節に応じて事業時間の延長や自主的な減免措置となる生活保護家庭やひとり親世帯の利

用促進への取組みを評価し、「Ａ」評価といたしました。 

 さらに、３、「（２）利用者サービスの充実」は、利用者からの意見を踏まえ、施設の空

き情報をメールや施設内掲示板を活用し告知する改善、利用者満足度が向上したと判断し

て「Ｂ」評価といたしました。 

 最後に、「４ その他」でございますが、市内雇用率が９０％、ダイバーシティの実現に

つながる１２名と多くの障害者を雇用し、働く機会を確保している企業理念を評価しまし

て「Ｂ」評価といたしました。詳細は、後ほど資料９－２をご参照いただければと思いま

す。 

 続きまして、５ページをご覧いただければと思います。 

 「（４）市民局指定管理者選定評価委員会の意見を踏まえた対応」は、平成３０年度委員

会において３件のご意見を頂戴しております。 

 一つ目、「スポーツ施設のノウハウを共有すること、さらなるサービス水準の向上に努め

られたい」とのご意見につきましては、グループ一括管理によるノウハウの共有を進めて

まいりました。こちらはちょっと実態を報告させていただきますが、具体的には、利用者

を含めた避難訓練の実施による施設の運営面における安全等々に関する教育研修を行った

り、個人利用者の利用率と満足度の向上を目指したポイントカードの導入といったことを

行われているとのことです。 

 二つ目、屋外施設であるため外的要因は多いものの、利用者数の増加に努められたいと

いう意見につきましては、メールマガジンの配信やポイントカードの発行などの取組みを

継続いたしましたが、令和元年は結果として台風、新型コロナウイルス感染症の影響が大

き過ぎ、なかなか自然には抗えないなというのが本音ではないかと思います。 

 三つ目、経費削減の努力は大いに認められるので継続できるよう努められたいとのご意



―４９― 

見につきましては、引き続き施設スタッフによる整備・点検や修繕・補修の実施等により

経費の削減努力を継続しており、令和３年度には約１千件の作業が行われている状況でご

ざいます。金額換価の試算は行っておりませんが、プライスレスの価値を生んでいただい

ておると認識しております。 

 次に、「６ 利用者ニーズの満足度の把握」でございますが、「（１）指定管理者が行った

アンケート調査」の結果は、実施内容は施設にアンケートボックスを設置し、意見の回収

を行うということで、回答件数は約７２０件の回答を頂戴している。アンケートは年に２

回、それぞれ１か月間実施を継続しております。 

 質問項目につきましては、「住居」、「交通手段」、「スタッフ対応」、「施設満足度」など１

５項目を把握しています。 

 結果といたしましては、やはり利用者は６０代以上の高齢者が割合では一番多く、次い

で４０代から５０代、若年層となっております。また、７月、８月のアンケートでは１０

代の利用者が非常に多い状況でございまして、夏休み期間の利用が増えていることが分か

るかと思います。利用者は市内在住者が約８割を超えており、利用頻度も複数回、週数回、

月数回等を合わせると７割を超えておりますので、リピーターの多いことが考察されます。

２回のアンケートのとき、いずれも「スタッフ対応」と「施設満足度」が「とてもよい」、

「まあまあよい」のどちらかを選択された方が９割、利用者の評価が高いことがこのアン

ケート結果としても反映されております。 

 次に、６ページをご覧ください。 

 「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」についてですが、要点を例

示しておりますが、主なものということで、千葉公園体育館が雨漏りをしているというご

意見に対しまして直後に修繕を実施したということ、いずれの案件に関しましても早急な

対応が意見・苦情と言った要望者のストレスの軽減につながり、スタッフ対応や施設満足

度の評価につながっているのではないかと考える次第です。 

 最後に、「７ 総括」でございます。 

 「（１）指定管理者による自己評価」ですが、評価は「Ｂ」という評価でございます。指

定管理者自身の所見は主に４点ほど、市民の皆様に快適な場を提供し、市の施策、市民ニ

ーズを踏まえた地域コミュニティの交流機能を発揮、施設の利用促進策として無料開放等

冬季庭球場の日没利用半額サービス、屋外プールでのポイントカード等の提案事項の履行、

利用者要望にお応えした利用時間の拡充、個人利用者の利用促進としてのポイントカード

の導入を実施したこと。あと３点目が、維持管理業務は巡回、日常定期点検による通報箇

所の早期発見・対応に努め、積極的に自営修繕を行うことで委託とのバランスを保ち、円

滑な維持管理を履行いたしました。最後に、大型台風等の施設被害に対して、利用者の安

全確保を第一に対応しつつ早期の施設開放に努めました。また、自然災害発生時の避難場

所対応、コロナウイルス感染防止対策では千葉市、各機関と協力して市民の安全確保に尽

力いたしましたということでございます。 

 対しまして、「（２）市による評価」でございますが、評価は指定管理者と同様「Ｂ」と

考えました。成果目標である利用者数は市設定目標の８３．７％でしたが、これは台風や

コロナ感染症の影響が大きかったものであり、併せて継続的な取組みでいただいておりま

す利用促進に向けた積極的な取組みが行われていますという状況です。台風通過後の施設
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被害の迅速な対応につき、早期復旧に貢献していただいていると。最後に、利用者からの

要望や意見に対して真摯に向き合い、スタッフによる整備・点検や修繕・補修が行われ地

道に施設の環境改善に努めるといった、まさにこの両面が取組みとして継続されていると

いうことで評価したというふうに考えております。 

 令和元年度の年度評価のご説明は以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいま、事務局から一通り説明をいただき、「千葉市都市公園施設」の年度評価につき

まして評価案が示されました。 

 まず、この市当局の作成した評価の妥当性について、及び、指定管理者の施設のサービ

ス水準向上、業務効率化の方策、また、改善を要する点等について、委員の皆様からご意

見をいただきたいと思います。ご質問も含めて、何かございましたらお願いします。 

○小野寺委員  まず、資料９－１の１ページ、「管理運営の成果・実績」ですけれども、

数値の目標としては残念ながら達成できなかったということ、教室数においても同様です

という結果でした。それに対して、３ページ、評価としては８３．７％なので、ここの下

の目安に添うと市の評価「Ｄ」というのはこのとおりですね。 

 ４ページの一番上の経費削減への寄与は「Ｃ」において、その下、「（３）管理運営の履

行状況」、そちらはちょっとまたこれも自己評価に対して市の評価が変わっているところが

いくつかあって、一番気になるのはその真ん中辺、「２ 施設管理能力」の「（２）施設の

維持管理業務」、自己評価、市の評価も「Ａ」ということで、特記事項のところを見ると云々

書いてありますけれども、これ「Ａ」にするというのは「優れた」の上、「特に優れた」な

ので、ここだけを見ると特に優れたというふうにはちょっと読めないのかなと。数値で判

断できるものではないので何かこういったことがあったとか具体的なことがあると分かり

やすいのですけれども、そういったことが特にないのであればこれは通常「Ｂ」でもいい

のかなというような項目だと思います。 

 また、その下、「３ 施設の効用の発揮」の（１）のところ、こちらも自己評価「Ｂ」に

対して市は「Ａ」と引き上げていますけれども、こちらは特記事項が書いてありますけれ

ども、この内容が果たして「優れた」の上の「特に優れた」に入れていいのかなというの

はちょっと疑問に思います。 

 あとは、６ページのほう、「総括」の評価としては指定管理者の自己評価は「Ｂ」、市に

よる評価も「Ｂ」、これも説明を聞いた限りにおいては妥当な評価かなと思います。 

 あとは、特にはございません。 

 以上です。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。 

 ちょっと私から、また同じことを伺うことになってしまうかもしれませんけれども､質問

なのですが、また達成率の均衡という話で、資料９－１の４ページです、この（３）にな

りますが、「管理運営の履行状況」という点、今回この施設に関しては「Ａ」評価ですけど、

同じ指定管理者に対して、資料７－１では同じ理由で「Ｂ」評価を受けているのですね。

これらについてどう、施設所管課の見方の違いということでよろしいでしょうか。施設所

管課が違うから見方が多少違うということで、それで今この差が出ているということでし
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ょうかね。 

 同じ管理者なのでやっていることは一緒だと思うのですけれども、ここの施設だったら

できて、できないということはないと思うのですが。違いというのは評価する側の違いと

いうことで。 

 どうぞ。 

○植木公園管理課長  公園管理課でございます。 

 恐らくその視点が強い状況で、あと、まさに過去からのご指摘を踏まえて、今回の指定

管理者さんが出していただいた自己評価の部分を少し見比べますと、ここからの施策の違

いがちょっとあることも今回気付きましたので、次回以降についてはその差の自己評価か

らも屋外施設だけで言い切れないと思うのですけど、どう考えていらっしゃるのかは今後

のコミュニケーションが必要ではないかと。結論的には、申し上げられたとおり、施設評

価の判断で、これだけの違いが出ているということです。 

○横山部会長  分かりました。複数の所管課からよい意見が出ているということはきち

んとした管理をされているのではないかというふうにうかがえますけれど、当然やっぱり

同じ業者であるので評価が違ってくると、特に市民の目からするとあれというふうになる

かもしれませんので。 

 所管課同士で意見交換とかはされるのですかね、そこはやっぱり。 

○公園管理課職員  担当レベルでの意見交換はさせていただいております。 

○横山部会長  そうですか。分かりました。なるべくこの平等という観点が必要になっ

てくると思いますので、うまく調整をしていただければと思います。 

 ほかにご質問等。 

 小川委員。 

○小川委員  屋内施設より屋外施設の数が多いので、やはり天候に左右されることが、

非常に管理が困難なところがあるのですね。一つ、台風のときに野球場なんかも被害が大

きかったと、あのときが相当な被害があったのではないかと思うのですけれども、そのと

きの補修なんかの対応をすぐにやるというのは市側とこの指定管理者のどういうすみ分け

みたいなものがあるのか。 

○横山部会長  はい。 

○植木公園管理課長  公園管理課の植木です。 

 私、昨年は中央・稲毛公園緑地事務所におりまして、そこはうまく連携をしつつ、やは

り倒木によっても大きさの違いというか、積極的に少し片づけていただくようなところが

あれば、我々技能班を出して対応するもの、あとは業者にやらせるもの、そういったもの

がちょっとパニック状態の中で何とか迅速に対応できたかなという状況があります。特に

初動段階で決まりがあったというわけではなく、ケース・バイ・ケースで、うまく各人の

能力を発揮していただいたというふうに私として認識した状況です。 

○横山部会長  小川委員、評価の妥当性とかいかがでしょうかね。市の評価の妥当性と

か。 

○小川委員  利用者の方、若干少ないですけれども、やっぱりこれは自然を相手にする

施設ですから「Ｂ」でいいのかなという感じですね。 

○横山部会長  ありがとうございます。 
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 ほかにご意見。 

○谷藤委員  おおむねよいと思うのですけど、施設についてはちょっと若干違うので、

施設に対しては大きくは違わないのですけど、なので、すり合わせは必要だとは思いつつ

多少観点が違うのはありかなとは思っています。 

 それで、４ページのところの市の評価は「Ｃ」が基準で、「優れた」、「特に優れた」とい

うことで優れた面をご説明いただいたのですけど、自己評価と市の評価が違うというとこ

ろ、特に自己評価は「優れた」でやっている。でも、市としては普通だよということなの

で、その指定管理者さんに対して、そこを優れたと言っているけど、もうちょっと期待し

ているよというところは今後に向けて必要かなというふうには思いましたので、何となく

市のほうが普通ですという、もうちょっと期待していますみたいなのがあるといいのかな

というふうには思いました。内容的にはいいかなと思います、評価自体は。 

○横山部会長  どういうところを期待しているのでしょうかね。 

○谷藤委員  期待しているというか、表現がそうなっちゃったのですけど、結局のとこ

ろは、指定管理者さんとしては一生懸命やっているけど、結果が普通だったわけですから、

普通ですよ、それはとは言えないので期待しているよと言うしかないというだけです。 

○横山部会長  はい。 

○小川委員  これ、実施した教室の数が７３って少ないですね。そんなことないですか。 

○植木公園管理課長  公園管理課です。 

 ここは屋外施設の特性があって、屋外でのスポーツ教室とかそういったものが、室内で

の講習になってしまいますと、ここで数が減少となってしまうといった特性もよくござい

まして、それがいわゆる天候が影響してしまう部分が実態でございます。 

○横山部会長  個別の内訳も何かあるのですか。延期したものとか中止したものとかい

う、もっと具体的な影響が生じたときに。 

○植木公園管理課長  屋外プログラム。 

○横山部会長  資料７の。 

○植木公園管理課長  資料７－４以降の。 

○横山部会長  資料７－４。 

○植木公園管理課長  資料７－４の５番のところに、すみません、番号ないのですが屋

外プログラムというような実施した内容が掲載してございます。資料７－４のこの真ん中

辺りですけど屋外プログラム。右上に４１ページと書いてある、それの反対側のページに

屋外プログラムが入っております。そういったもの。 

○横山部会長  これは計画の話ですね。 

○植木公園管理課長  はい。 

○小川委員  中止した数も結構あるのですよね。 

○植木公園管理課長  資料７－５の、これもページが、４５ページ以降で「（１２）自主

事業実施報告書」ということで、こちらに各スポーツ施設、都市公園、運動施設、すべて

実績としてとりまとめ掲載されております。 

○横山部会長  公園施設は施設名が公園施設、そちらのほうですかね。 

○小野寺委員  分かりにくいですね。 

○植木公園管理課長  最初に出てくるのが、親子野球教室、千葉公園野球場、すみませ
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ん、もう既に野球場は廃止になりましたけど、こちらの親子野球教室、こういったものが

順次開催をいたしております。 

○横山部会長  幾つか中止というふうに書いてあるものもあるようですけれどもね。 

 要するに小川委員のご質問としては、外的要因で中止せざるを得なかったのか、人が集

まらなかったから開催できなかったのか、その辺の分析ができればというふうに。 

○小川委員  そういうことです。天候が原因というよりは人数に満たなかったというふ

うに、開催数に満たなかったのかということです。 

○植木公園管理課長  そこは、すみません、もう少し精査いたします。 

○横山部会長  逆に仕方ない。 

○植木公園管理課長  後日、ご提出をさせていただきたいと思います。 

○横山部会長  分かりました。 

 指定管理者に、ちょっと施設ごとにこれをまとめていただいたほうがいいかもしれませ

ん。 

○植木公園管理課長  はい。 

○横山部会長  内山委員、何かありますか。 

○内山委員  管理者は同じということで、前のアンケートとそのアンケートも大体スタ

ッフの対応とか施設満足度が両方とも９０％ありますから、その点はだから、管理するほ

うはそれなりに一生懸命やられていたのかなと思います。ただ、この市の評価は公園管理

課とスポーツ振興課で多少違う、これはやむを得ないのかなというふうにちょっと思って

おります。 

○横山部会長  総合評価はどうでしょうか。 

○内山委員  総合評価は、もうこれでいいのではないですか。 

○横山部会長  じゃあ、ご意見等よろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  ただいま委員の皆様から様々なご意見をいただきましたが、いただいた

意見を総合しますと、市の作成した年度評価につきましては妥当である。また、指定管理

者の施設のサービス水準向上、業務効率化の方策、また、改善を要する点としましては、

良好な施設運営が行われていることが考えられますが、スタッフの対応は「Ａ」評価を得

ているという点は評価できると。また、指定管理者の自己評価と市の評価とずれが出ない

よう指定管理者と調整していただきたい、こういうような意見がございました。 

 これらを踏まえて本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 次に、年度評価では、指定管理者の倒産・撤退のリスクを把握することとなっておりま

すが、先ほど評価いただきました千葉市スポーツ施設の指定管理者と同一のため、こちら

は省略いたします。 

 では、これまでのご意見を踏まえて、「千葉市都市公園施設」の指定管理者の行った施設

の管理に係る年度評価についての本部会としての意見をまとめていくということになりま

すが、詳細につきましては、私と事務局にて調整するということでご承認いただければと

思います。よろしいでしょうか。 
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（異議なし） 

○横山部会長  では、続いて、総合評価についてご審議いただきますので、事務局より

ご説明をお願いします。 

○植木公園管理課長  公園管理課でございます。 

 続きまして、それでは資料１０をお願い申し上げます。「指定管理者総合評価シート」に

ついてご説明させていただきます。 

 はじめに、１ページ、「１ 基本情報」は、年度評価と重複いたしますので、説明は省略

させていただきます。施設名称は、千葉公園野球場ほか２５施設でございます。 

 次に、「２ 成果指標等の推移」でございますが、「（１）施設利用者数」、こちらの部分

で、すみません、先ほど同様、平成３１年度の２段目、５５万７，８００人を５５万７，

３００人に、すみません、重ねて修正いただけると幸いでございます。 

○小川委員  ちなみに令和元年では、３１年度というところ。 

○植木公園管理課長  はい。令和元年とさせていただきます。 

○小川委員  ４月までは平成だけど。 

○植木公園管理課長  では、ご説明に戻らせていただきます。 

 市設定の目標値は、１年当たり５５万人、それに対しまして達成率は平成２８年度の９

１％から、順次右側に９０％、９２％、８３％となり、４年間の施設利用者数の達成率は

平均で８９．５％という結果でございます。 

 ２の（２）で、「成果指標以外の利用者状況を示す指標」につきましては、各種教室・講

座の開催がございます。これは、指定管理者が独自に設定した目標でございますが、４年

間で目標２４５教室のところ、２２０となりまして、約９割の達成となった状況でござい

ます。 

 次に、２ページをご覧いただければと思います。 

 「３ 収支状況の推移」でございますが、表の上段左側の必須事業は、毎年度黒字とな

りまして、必須事業の収支、表の中段の右側の合計において、１億５５０万という形が結

果として出ております。 

 まず、表の中段、左側の自主事業の部分は、昨年度、令和元年度のみ赤字となりまして、

自主事業の収支、表の中段の右側、合計におきまして４１６万６千円の黒字となっており

ます。 

 したがいまして、総収入についても毎年度黒字で、４年間の合計で、表の下段の総収入

の右側、合計といたしまして１億９７１万６千円の黒字となっています。 

 なお、利益の還元につきましては、単年度ごとに判断されるものであり、総支出が総収

入の１０％を超えていないため、０円、達成はないという結果となっております。 

 続きまして、３ページ目をご覧いただければと思います。３ページ、「４ 管理運営状況

の総合評価」でございます。「Ａ」評価が２項目、「Ｂ」評価が２項目、「Ｃ」評価が３項目

となります。「Ａ」評価といたしましては、４、「（２）施設の維持管理業務」でございます

が、スタッフ自らによる保守点検、修繕や、補修を行い、迅速で低コストの管理を行うこ

とを評価したものでございます。 

 同じく５、「（１）幅広い施設の利用確保」は、様々な利用者支援を行ったこと、独自の

減免制度の導入などといった取組みを評価したものでございます。 
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 「Ｂ」評価といたしましては、５、「（２）利用者サービスの充実」のアンケートなどで

頂戴したご要望やご意見に対して、維持管理業務に短期間で反映させ、利用可能部分の向

上に寄与したことを評価いたしました。 

 最後に、「６ その他」につきましては、こちらは高い市内雇用率や再委託の約８割を市

内業者に発注するなどの実績を評価したものでございます。 

 総合評価につきましては、平成２８年度から令和元年度まで４年間、すべて「Ｂ」評価

とさせていただいておりますので、総合して「Ｂ」評価となっております。 

 次に、最終４ページでございます。「５ 総合評価を踏まえた検討」でございます。 

 ４、「（１）指定管理者制度導入効果の検証」ですが、判断としては、当初見込みを上回

る効果が発生できたと考えております。 

 その判断理由ですが、施設の維持管理において独自システムとして、建築設備や施設及

び備品をデータベース化して、作業履歴を含めて保守管理に生かしているといったことや、

スタッフによる修繕や補修を自ら請け負って、早急な利用再開に、利用者満足度につなが

っている。メールマガジンの配信やポイントカード発行による利用促進や、施設に合わせ

た施設利用時間の拡充、生活保護世帯などへの利用支援を行ったことを評価いたしました。 

 指定管理施設もありますけど、都市公園の運動施設のうちの８割が、 屋外施設でござい

まして、天候による利用者数の増減が発生するといった変動要因がある中でも、日々の施

設の維持管理、運営管理において非常に誠実かつスタッフも真面目に仕事に取り組んでい

らっしゃるという状況を、私自身、２回ほど公園緑地事務所の経験がございますけれども、

比較しても非常に頭の下がる思いというふうに、感謝したいと思います。 

 このように指定管理者制度導入効果は、当初の見込みを上回っているというふうに考え

ているところでございます。 

 続いて、５、「（２）指定管理者制度運用における課題・問題点」でございますが２点ほ

ど。 

 一つ目が、この指定管理期間中におきましても、千葉公園の競輪場の中にあります球技

場や庭球場、さらには野球場が廃止されたりと変更がございますので、次期指定管理期間

では、さらに昭和の森球技場と庭球場の追加であったり、現在の千葉公園体育館の老朽化

に伴い建て替えに対しましても新たな指定管理者様におかれましては、柔軟な対応を期待

するものでございます。 

 二つ目は、三つの所管の施設が一括管理されており、施設により根拠規定が異なるなど、

特性を踏まえつつ、市内一円のスポーツ施設が一括で管理され、質の高いサービスの提供

がなされるよう連携を図ってまいりたいと考えるものでございます。 

 最後に、４、「（３）指定管理者制度継続の検討」でございますが、以上の状況を踏まえ、

引き続き、指定管理者制度を継続することとしたいと考える次第でございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ちょっと１点確認なのですけれども、今ご説明いただいた資料１０の３ページ目、「４ 

管理運営状況の総合評価」の４の（２）あるいは、４ページの「総合評価を踏まえた検

討」の（１）のところで、「グラウンドシステムを利用した施設の一括保守管理」と書

いてあるのですけど、これクラウドシステムの間違いですね。ほかの資料には、クラウ
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ドシステムと書いてあるので、クラウドシステムのことを指しているという、こういう

理解でよろしいですか。 

○植木公園管理課長  コンピューターのデータベースのクラウドでございます。 

○横山部会長  単なる誤記ということで、理解しました。 ありがとうございます。 

 ただいま、事務局から一通りご説明いただきまして、「千葉市都市公園施設」の総合評価

につきまして、「管理運営状況の総合評価」と「総合評価を踏まえた検討」が示されました。

この市当局の作成した総合評価や総合評価を踏まえた検討内容について、評価の妥当性、

指定管理者制度の導入効果や課題等を踏まえた制度継続の検討、その改善点等について委

員の皆様からご質問、ご意見ございますでしょうか。 

○小野寺委員  資料１０の１ページ、「成果指標等の推移」、こちらを見ますと２８年度

から数字的には９０％台で、平成３１年度は台風と大雨、そして最後に新型コロナという

ことで、そういう中で達成はできなかったですけれども、平均して９割程度の達成率とい

うことでした。教室の目標についても達成はできていないですけれども、３ページの管理

運営状況の総合評価、数字ではなくて、定性的な部分の評価ですけれども、ここで総合評

価として「Ｂ」というのは妥当なのかなとも思うのですけれども、肝腎な数字のところが

やはり９割程度と達成していないところからすると、若干の違和感はあるのですけれども、

ここに関しては、数字の達成というよりは、日頃の管理、利用者に対する接客とか、そう

いったことで非常に評判がいいという理解をしていますので、この屋外施設を中心として

やっている中では、よくやったという意味で、この「Ｂ」というのはいいのかなと思いま

す。 

 ただ、この３ページの内訳の部分と、ここの「４ 施設管理能力」、「（２）施設の維持管

理業務」、あとクラウドシステムを活用した一括保守管理と、これ、以前にも説明を受けて、

多分これはすぐれたやり方なのではないかなとは思うので、評価はいいと思うのですけれ

ども、あと、その下、「５ 施設の効用の発揮」の「（１）幅広い施設利用の確保」、こちら

も「Ａ」になっていますけれども、その理由としては、メルマガ配信、ポイントカード云々

と、それから生活保護母子家庭を対象にした減免ということで、これが数字的にどのくら

い利用拡大とか、あるいは保護世帯、母子家庭世帯が利用した実績がどれくらいあるかな

というのがちょっと、数字がここでは見えないので、ここの理由をもって「Ａ」にすると

いうのは、ちょっと分からないところではあります。ただ、全体として、総合評価「Ｂ」

というのは、いいのかなと思っています。 

 それから４ページ、「総合評価を踏まえた検討」ですけれども、「（１）指定管理者制度導

入効果の検証」、ここについては、当初の見込みを上回る効果が達成できたに「〇」がつい

ていますけれども、絶対的に利用者の数、それの達成が、目標に対しては低いということ

なので、せめてこの１個下の当初見込んでいた効果がおおむね達成できたぐらいが、「〇」

のつけどころとしてはいいのかなという気はします。 

 あとは、指定管理制度継続については、継続でよいかなと思います。 

 以上です。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ちょっと関連して質問なのですけれども、比較的高評価な指定管理者ですけれども、そ

の指定管理者をもってしても目標に届かなかった。そうだとすると、次期に目標値を下げ
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る予定というのはあるのですか。要するに到底達成できない目標であれば、もうちょっと

現実に合わせる形で目標を下げるという。 

○植木公園管理課長  まさに、別の事例でございますが、公園の文化教養施設で高い数

値目標を持ち過ぎて、むしろ高くなってしまっているというのは、本末転倒なことも最近、

見受けられるのも事象として出てまいりましたので、そこを数字だけではないということ

をお分かりいただけるのであれば、あまり高い数字、少子高齢の中で、背伸びをせず現実

的な数字を指定管理者と少し意見交換をさせていただきたいなと私も感じている次第でご

ざいます。 

○横山部会長  まだ、具体的には決まっていない。 

○植木公園管理課長  まだ決まっていない。 

○横山部会長  ただし、だから下げる可能性もあり得るということでよろしいでしょう

か。ありがとうございます。 

○小川委員  質問ですけど、今のと多少関連するのですけれども、この現指定管理、千

葉公園等で廃止になった施設があるという、これも関係していると思うのですが、次期指

定管理期間にも施設の廃止及び新設が予定されているとあるのですけれども、現時点でど

ういうものがあるか。例えば。  

○横山部会長  ちょっとよろしいですか。資料１０。  

○小川委員  ４ページ。  

○横山部会長  それを踏まえて、では、また事務局ご回答お願いします。  

○植木公園管理課長  こちらはまさに５の「（２）指定管理者制度運用における課題・問

題点」の一つ目のところでございますが、こちらをご指摘いただいているのですが、今、

ちょっと言葉が足りませんので補足説明させていただきますと、令和２年から４年に建設

工事、令和５年３月に供用開始というのは既に公表いただいております。千葉公園体育館

の関係が対象としてございますので、そういった中での対応と言う意味でございます。 

 そのほかも今、公園部分で公園の再整備を計画しており、体育館の建て替えを終えた後

になりますが、プールの改修も将来どういう感じでつくるかというのは、これからの調整

になるということで、少し時間を要するのですが、そういった千葉公園全体での再整備計

画というふうに思っています。 

○小川委員  ありがとうございます。 

○横山部会長  よろしいでしょうか。 

 谷藤委員、どうぞ。 

○谷藤委員  評価に関しては、特に異論等はありません。どうしてもやはり目標の数字

が出ているので、そこに気持ちが行ってしまうのですが、やはり３年、４年、５年と立っ

ていると、最初に立てた数字がちょっと難しい状況になったりもするので、そこはもうち

ょっと数字以外で評価できる何かをもっとあるのか、数字を変えられるようなものという

のか、そういうものも必要なのかなというのは思いますけど。 

 ただ、一方で、天候によってできませんでしたというのは、割とよく見てしまうので、

天候がよくなかったときの策みたいなものを求めていかないといいけないのではないかな

というふうには感じます。評価に関しては、何も異論ありません。 

○横山部会長  ありがとうございます。 
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 ほかに、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 内山委員、何か、よろしいですか。 

○内山委員  大体、皆さん出尽くしたかな。 

○谷藤委員  すみません。 

○内山委員  今、谷藤先生が言われたように、こういう施設は野外が多いから、それを

承知でやっていても、利用者を増やす方法を考えていただきたいなと思うのですけど、雨

だからどうのこうのって、それはもう野外だから、それは十分分かっていると思うから、

次に対応できるようお願いしたいと思います。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ほか、よろしいですね。 

（なし） 

○横山部会長  小野寺委員のほうから総合評価について意見がありましたが、ほかの皆

さんは、いかがでしょうか。市の意見を変えるまでのところでもない。それとも変えるべ

きか。市の意見でよろしいですか。 

（異議なし） 

○横山部会長  今、委員の皆様から様々なご意見いただきましたが、いただいた意見を

総合しますと、市が策定した総合評価マニュアルについては、妥当である。 

 次に、制度継続につきましては、指定管理制度として継続が妥当である。 

 改善点等につきましては、目標数値については、指定管理者としても調整していただき

たい。 

 公園施設ということでありますけれども、天候に左右されない目標を検討していただき

たいというような意見がありました。 

 これらを本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  それでは、これまでの意見を踏まえて「千葉市都市公園施設」の指定管

理者の行った施設の管理に係る総合評価についての、本部会としての意見をまとめていく

ということになりますが、詳細につきましては、私と事務局にて調整するということでご

承認いただければと思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を、次期の指定管理者の選

定の際に、十分に反映していただきたいと思います。 

 ここでお休みを入れるということでよろしいですか。ちょっと早いので１０分間ぐらい

で大丈夫ですか。 

 では、この時計で３時に開始ということでお願いします。 

（休憩） 

○横山部会長  では、次に、「千葉市花見川区花島コミュニティセンター」の年度評価及

び総合評価に入ります。 

 まず、「千葉市花見川区花島コミュニティセンター」の年度評価を行います。事務局から

ご説明をお願いします。 



―５９― 

○大八木地域づくり支援室長  花見川区地域づくり支援室、大八木でございます。よろ

しくお願いいたします。座って説明させていただきます。 

 それでは、花見川区花島コミュニティセンターの指定管理者の行った管理運営に対する

令和元年度評価について、ご説明いたします。 

 資料１１－１、「令和元年度指定管理者年度評価シート」をご覧ください。 

 まず、１ページ目の「１ 公の施設の基本情報」についてですが、ビジョンはコミュニ

ティ活動を促進し、市民の連帯感を醸成することで、市民主体の住みよいまちづくりを推

進すること。 

 ミッションは、コミュニティ活動の場を低廉な料金で安定的に供給すること、地域の特

性を踏まえ、コミュニティ活動の契機となる事業を企画・実施すること、コミュニティ活

動を行う上で、必要とされる情報発信の場となること、以上の３点でございます。 

 また、成果指標としまして、施設稼働率（諸室）を設定しており、その数値目標は、指

定期間の最終年度において３６．０％及び令和元年度において３５．０％となっています。

なお、数値目標の括弧書きは、市が示した数値目標を記載しております。 

 また、令和元年度の数値目標については、市が指定した数値はございませんので、括弧

書きの記載はございません。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」ですが、指定管理者はスポーツクラブＮＡＳ株式会

社です。 

 次に、「３ 管理運営の成果・実績」についてご説明いたします。 

 まず、「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」ですが、施設稼働率の実績は、３１．

７％であり、最終年度数値目標に対する達成率は８８．５％、令和元年度の数値目標に対

する達成率は９０．６％となっております。 

 次に、「（２）その他利用状況を示す指標」ですが、「各種教室・講座の開催数」及び「施

設利用者数」について、指定管理者が数値目標を設定しています。両数値とも目標を上回

っております。これは、多目的室の改修工事が終了したことに加え、高齢者を対象とした

自主事業を増やしたことが、目標を達成できた要因と考えます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 「４ 収支状況」ですが、２ページ、３ページに必須業務と自主事業のそれぞれの収支

状況を記載しております。 

 ３ページの「（３）収支状況」をご覧ください。必須業務については３２３万１千円の黒

字となっております。また、自主事業は４５万４千円の赤字となっております。収支合計

としては２７７万７千円の黒字となりました。 

 次に、「５ 管理運営状況の評価」です。 

 「（１）管理運営に係る成果・実績」ですが、施設稼働率は、市設定の数値目標３５．８％

に対し、実績値が３１．７％であり、達成率が８８．５％であるため、「Ｃ」評価としてお

ります。 

 次に、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」ですが、市から払っている指定管理料は、

消費税を８％で算出したことによる減のみであるため、「Ｃ」と評価しております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 次に、「（３）管理運営の履行状況」についてですが、管理運営の基準・事業計画書等に
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定める水準を上回り、優れた管理運営が行われていた「Ｂ」評価の箇所についてご説明い

たします。 

 「１市民の平等利用の確保・施設の適正管理」についてですが、モニタリングの結果を

「評価の目安」に当てはめますと、「Ｃ」評価となるところですが、「Ｂ」評価に修正して

います。 

 資料１１－２「評価シート補足資料」の１ページをご覧ください。修正理由は、一番右

の列に記載しておりますが、台風１９号襲来に伴う避難所開設の際、床がフローリングや

カーペット敷きの部屋に柔道用の畳を敷き詰め、避難者が少しでも寛げるように工夫をし

ました。また、災害時用備蓄品の床シートでは厚みが少ないため、自主事業で使用してい

るヨガマットを用意しました。そのほかに、軽運動やストレッチ、多目的室での映画上映

など、避難者の不安な気持ちを和らげるような対応を行った点を評価しまして、「Ｂ」と評

価いたしました。 

 戻りまして、資料１１－１、４ページをご覧ください。他の評価項目について、おおむ

ね管理運営の基準・事業計画書等に定める水準どおりの管理運営が行われていたことから、

「Ｃ」と評価いたしました。 

 次に、「（４）市民局指定管理者選定評価委員会委員の意見を踏まえた対応」ですが、昨

年度、「床張り替え工事による外的要因はやむを得ないものの、各種教室・講座の開催数や

利用者数の増加にさらに努力されたい。」とのご意見をいただきました。これに対しては、

まず、高齢者を対象とした映画会や教室数を増やし、利用者数の増加に努めました。 

 また、月初にその月のイベント情報を印刷したチラシを戸別配布するとともに、公園来

園者にはセンター建物から外に向けて自主事業の案内が見えるよう、Ａ１サイズのポスタ

ーを独自に作成し、掲示しております。 

 また、新規自主事業として「花島和太鼓まつり」を開催しました。これは、花島コミュ

ニティセンターで活動する太鼓サークルに発表する場を提供するために開催したものです

が、延べ６００人の方にご来場いただくことができました。 

 ５ページをお願いします。 

 「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」についてです。 

まず、「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」についてですが、指定管理者におい

て１月と３月の年２回アンケート調査を行っており、その結果を記載しております。全体

を通して、おおむね良い評価をいただいております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 「（２）市指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」についてですが、フローリン

グの砂埃が目立つとのご意見に対しては、利用者の方にもご協力をいただき、使用後の清

掃を再度お願いするとともに、利用後の空き時間にスタッフが清掃を実施し、清潔が保て

るように努めております。 

 また、「暖房の効きが悪い」とのご意見に対しては、エアコンの故障により温度が上がら

なかったため、早急に修繕を実施いたしました。 

 最後に、「７ 総括」です。 

まず、「（１）指定管理者による自己評価」は「Ｂ」評価としており、所見については、

記載のとおりです。 
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 また、「（２）市による評価」ですが、市の総括評価としては「Ｃ」と評価しており、所

見については、記載のとおりでございます。 

 花島コミュニティセンターの説明につきましては、以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいま、事務局から一通り説明をいただき、「千葉市花見川区花島コミュニティセンタ

ー」の年度評価につきまして、評価案が示されましたが、まずはじめに、この市当局の作

成した評価の妥当性について及び指定管理者の施設のサービス水準向上、業務効率化の方

策、また、改善を要する点等について、委員の皆様からご意見をお聞きしたいと思います。 

 ご質問も含めて、何かございましたらお願いします。 

○小野寺委員  事務局に確認ですけれども、２ページ一番上、「４収支状況」、「（１）必

須業務収支状況」の「収入」の一番右の主な要因のところで、指定管理料です。差異が４

７で、要因としては、新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更とありま

すけれども、これ補填とは違うものなのでしょうか。あと、変更前後で金額は幾ら変わっ

たのでしょうか。 

○地域振興課職員 まず、新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更なの

ですが、こちらは新型コロナウイルス拡大防止の観点から千葉市の指示で利用目的の制限

を行った上で開館した施設については、指示の結果、収入ができなくなった利用料金収入

につきまして、指定管理料の変更で対応するよう指示がございますので、これに基づいて

変更を行ったものでございます。 

○小野寺委員  補填とは違うのですか。 

○地域振興課職員 補填とは違います。 

○小野寺委員  そしたら変更して、変更前後で幾ら変わったかというのは、今は分かり

ますか。 

○地域振興課職員  この差異、４万７千円が変更額になります。 

○小野寺委員  まさにこれということですか。 

○地域振興課職員  はい、そうです。 

○小野寺委員  随分少ないですね。分かりました。 

 あと、もう一つ細かいところで、３ページ一番上、「（２）自主事業収支状況」で、全体

の金額は小さいのですけれども、「支出」のほう、前年度はトータルで９０万、令和元年度

は１３１万とずっと増えていて、中身を見ると一番上の人件費と、２番目の事務費・管理

費と思うのです。これは、なぜ増えたのかというのは、調べていらっしゃいますでしょう

か。 

○地域振興課職員  まず、人件費につきましては、自主事業のうち、カラダを良くする

教室というのがございまして、これの講師をＮＡＳの職員、自分のところの職員を講師と

して招いて自主事業を開催したということで、この分が人件費として上げられております。 

 事務費、管理費につきましては、申し訳ございません。手元に資料がないので、増えた

理由については、詳細は分からないです。 

○小野寺委員  ありがとうございます。 

 それを踏まえて、１ページ目をお願いします。 

 まず１ページ、「管理運営の成果・実績」ですけれども、数値目標に関しては、ここはも
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ともと利用が低い目標に設定されていますけれども、それでも残念ながら達成はできなか

ったということでした。 

 特にその下の「（２）その他利用状況を示す指標」のところの教室の数、こちらのほうは、

目標を達成しているというところは、評価できると思います。 

 続いて、３ページ目、こちらも評価は市の「Ｃ」、「Ｃ」というのは、これは妥当なとこ

ろでして、４ページをざっと見ると、「管理運営の履行状況」で、指定管理者の自己評価と

市の評価、違うところが幾つかありますけれども、一番上、台風１９号に伴う避難所の開

設云々、この辺はプラスで評価されるべきなので、優れた管理運営を行われていた、「Ｂ」

でよいかと思います。 

 そのほか、自己評価で「Ｂ」のところを「Ｃ」に下げているところが幾つかありますけ

れども、こちらも「Ｂ」というのが「優れた」なので、特に何かあったらということです

けれども、この特記事項を見る限り、「Ｃ」に下げてもそんなに問題はないかなと思いまし

た。和太鼓まつりというのが、自主事業として新たにやったという３の（３）のところに

特記事項ありますけれども、こちら人数を聞こうと思ったら先ほど６００人ということだ

ったので、一定の効果があったのかなというふうに思います。そこは評価できるかなと思

います。 

 あとは、５ページ、アンケートの結果を見てみますと、利用者の満足度は比較的高いな

ということが見てとれました。 

 ６ページ、「総括」の評価ですけれども、指定管理者自己評価は「Ｂ」、結果、市の評価

は「Ｃ」ということで、コメントありますけれども、やっぱり数値目標のところで全体的

に達成できていないというのがありますので、それ以外の、定性面では高い評価ではあり

ますけれども、結果「Ｃ」という評価は妥当ではないかなと思います。 

 以上です。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ほかに、ご意見ございますか。 

 小川委員。 

○小川委員  私も結論でいいますと評価「Ｃ」で妥当だと思うのですけれども、評価す

るというところは台風１９号のときに避難所として、いろいろ職員の方が運営に努力した

というのがあるのですけど、これ何名ぐらい避難されたか分かりますか。 

○横山部会長  受け入れ実績ですよね。 

○小川委員  そうです。受け入れた人数。 

○地域振興課職員  台風１９号で避難所を開設しました１０月１１日、この日に４０人

の避難者がございました。 

○小川委員  ありがとうございました。 

 それともう一点、コミュニティまつりですけれども、県立柏高校のダンスチア部の演技

披露で５００増えたということで、そういう点は、一応評価したいと思います。 

○横山部会長  ほかに、ご意見は。 

○谷藤委員  おおむねいいと思いますが、全般的にこの事業者さんがあまり、「Ｃ」だか

らどうなのかというちょっと不安なところが多いのがちょっと気になったりはしますが、

さっきのコミュニティまつりのときに４ページの３の（３）とかは、「Ｂ」でもいいのでは
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ないかなという気はちょっとしましたけれども、市がちょっと辛いのかなというのも思っ

たりしましたが、最終的なところは、６ページのところは「Ｃ」でいいかなと思いました。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

○小川委員 同意見です。 

○横山部会長 内山委員、何か。 

○内山委員  この花島さん、前の指定管理者のときにおいて３０％前後だったのですよ

ね。そのときもやはり、何とかして集客を上げるように努力をお願いしますと言ったよう

な気がしたのですけど、でもまた変わっても、またＮＡＳさんもまた３０％台ということ

ですから、やっぱり屋内と屋外では、対応が難しいのかなと。人を集客する。そこのとこ

ろをちょっと聞きたいなと。 

○横山部会長  設置条件とかそのへんがあるのかという。 

 ちょっと関連して質問させていただきたいのですけれども、この工事とかの外的要因が

なくなったという理解でよろしいのですかね。 

 あと、比較的きれいな施設の部類に入るのではないかなと。高洲のコミュニティセンタ

ーとかと比べると、比較的新しい施設ではないかなと思うのですけど、やはり新しい施設

でも難しいですかね。先ほどの内山委員の質問と同様。何かそういう物的な制約があるの

か。市は、その辺どういうご理解なのですか。 

○地域振興課職員  稼働率が上がっていないというところでございますが、詳細を検証

できていないところではございますが、立地的な要件、花島の稼働時間、割合を見ている

と午後下がってくるというところもございまして、立地的な要件も、この地域は高齢者が

多いというところからすると、午後から利用されに来る方が少ないのかなとは考えており

ます。原因としては、こういうことが考えられるのかなとは思っております。 

○横山部会長  地域性、周辺住民の高齢化ですとか、そういうユーザー側の問題という

ことですかね。 

○小川委員 これを利用者である人が６０歳以上から８０歳を含めると、もう８割方高齢

者ですね。皆午前中終わりにしたいのかな。 

○内山委員  花島コミュニティセンターは、交通の便はどうなのですか。公共のは。 

○地域振興課職員  バスで利用できるようになります。バス停は千葉シーサイドバスを

利用できるようになってございますが、本数がやはり少ないというところがございますの

で、なかなかバス利用で頻繁にというのは難しいところではございますので、駐輪場と駐

車場という点では、公園の設備として整備されてございますので、アンケートにもござい

ますが、徒歩利用者より自動車、バイク、自転車の利用者の方が多い状況ではございます。 

○横山部会長  ちょっとそれに関連して、駐車場なのですけれど、コミュニティセンタ

ーによっては、駐車場に入れたくても入れられないようなところもあるのですけど、そう

いう駐車場に問題があるわけではないのですね。行きたいときには、いつでも利用できる

状況ですかね。 

○地域振興課職員  花島公園の駐車場に関しては、コミュニティセンターが開館してい

るときは利用できている状況でございます。 

○横山部会長  キャパシティー的には余裕があるということですか。 

○地域振興課職員  台数的には余裕がございますので、公園の利用の方もスポーツセン
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ターを利用されている方も一緒に利用されているという状況です。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ちなみに何か今後について、ご提案などございますか。打開策というか。 

 よろしいですか。ほかに、意見ありますか。 

（なし） 

○横山部会長  委員の皆様から様々なご意見をいただきましたが、いただいた意見を総

合しますと、市の策定した年度評価につきましては、妥当であると。 

 また、施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化の方策、また、改善を要する点等

の主な意見といたしましては、台風等の避難所対応に尽力した点やコミュニティまつりの

来場者数が増加したことについては評価できる。魅力的な講座や教室の開催により、更な

る利用者数の増加に努めていただきたいというご意見がございました。 

 これらを踏まえて、本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 次に、年度評価では指定管理者の倒産・撤退のリスクを把握することとなっております

が、先ほど評価いただきました千葉市スポーツ施設の指定管理者と同一のため、省略いた

します。 

 それでは、これまでのご意見を踏まえて、「千葉市花見川区花島コミュニティセンター」

の指定管理者が行った施設の管理に係る年度評価についての本部会としての意見をまとめ

ていくということになりますが、詳細につきましては、私と事務局にて調整するというこ

とでご承認いただければと思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 続きまして、総合評価についてご審議いただきます。 

 事務局よりご説明お願いします。 

○大八木地域づくり支援室長  それでは、花見川区花島コミュニティセンターの指定管

理者の行った管理運営に対する総合評価について、ご説明いたします。 

 資料１２「指定管理者総合評価シート」をご覧ください。 

 まず、１ページの「１ 基本情報」ですが、ご覧のとおりとなっております。 

 次に、「２ 成果指標等の推移」ですが、評価対象期間の推移について、表にまとめてお

ります。成果指標として、施設稼働率（諸室）を設定しておりますが、評価対象期間を通

して、指定管理者が設定した数値目標及び市が示した数値目標のいずれも下回っておりま

す。これは、ホールの吊り天井工事、多目的室改修工事、選挙の期日前投票会場としての

使用、新型コロナウイルスの影響など、やむを得ない事情があったものと理解できますが、

目標達成に向けて最終年度の改善を期待したいと考えております。 

 次に、「（２）成果指標以外の利用状況を示す指標」として、指定管理者より「各種教室・

講座の開催数」及び「施設利用者数」について、提案を受けています。 

まず、「各種教室・講座の開催」は、平成２８年度から平成３０年度までの３か年は低

調でしたが、令和元年度に１０８教室の開催と、大きく挽回しております。 

 また、施設利用者数は、平成３０年度を除き、年々増加しています。平成３０年度に利
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用者数が下がったのは、改修工事のため、多目的室を約５か月間利用できなかったことが

原因と思われます。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 「３ 収支状況の推移」ですが、表の下から３行目の総収支という項目をご覧ください。 

必須業務の収支と自主事業の収支の合計が総収支となりますが、評価対象期間を通して

黒字となっております。 

 次に、３ページの「４ 管理運営状況の総合評価」です。 

評価項目ごとの評価の具体的内容や、理由については記載のとおりですが、評価を「Ｂ」

とした「５ 施設の効用の発揮」の「（２）利用者サービスの充実」についてご説明いたし

ます。 

平成２９年度と平成３０年度の２か年において、「Ｂ」評価としております。一方、平

成２８年度と令和元年度の２か年においては、「Ｃ」評価としています。その内容ですが、

利用者と積極的に関わり、メンバー募集やサークル化の支援を行っていること、サークル

の活動成果の披露の場を提供しており、披露の場所を年々広げていること、自主事業のノ

ルディックウオーキングのみではありますが、撮影した写真を使用し、オリジナルのＰＲ

ビデオを作成し、活動内容を分かりやすく紹介していること、これらのことを評価し、「Ｂ」

といたしました。 

 そのほかの評価項目については、おおむね事業計画どおりの実績・成果が認められたた

め、評価を「Ｃ」としました。 

 最後に、総合評価については、評価対象期間を通して「Ｃ」評価だったため、総合評価

も「Ｃ」としました。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 「５ 総合評価を踏まえた検討」についてです。 

まず、「（１）指定管理者制度導入効果の検証」ですが、こちらは「当初見込んでいた結

果が概ね達成できた」ものと考えております。 

この判断に至った理由ですが、まず諸室の稼働率は、市設定の目標数値の８０％台で推

移しており、目標を達成していませんが、施設の工事や選挙の期日前投票会場としての使

用、新型コロナウイルス等、外的要因により数値が伸びなかった側面もあると考えており

ます。 

 次に、総収支は、評価対象期間を通して黒字であります。都市公園施設と一括した再委

託により、経費削減を図ったことが支出の抑制に寄与したものと考えます。 

 次に、花島コミュニティセンター単体ではなく、全体としてではありますが、自主事業

が黒字化したことにより、指定管理者より千葉市に対して施設利用に係る備品の寄贈を受

けております。 

 次に、指定管理者の特徴であるスポーツ系事業を中心に自主事業を開催するとともに、

複合施設としての強みを生かし、相互に施設を利用する事業を実施しました。 

 最後に、各種教室・講座の開催数が令和元年度を除き、低調ではありましたが、指定管

理者が設定した開催数はおおむね達成できたものと考えております。 

 これらの結果を総合的に勘案し、「当初見込んでいた効果が概ね達成できた」と判断いた

しました。 
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 次に、「（２）指定管理者制度運用における課題・問題点」については、特に問題はない

と考え、したがいまして、「（３）指定管理者制度継続の検討」については、「指定管理者制

度を継続する」ものと考えております。 

 花見川区花島コミュニティセンターの指定管理者が行った管理運営に対する総合評価に

ついての説明は以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいま、事務局より一通り説明をいただき、「千葉市花見川区花島コミュニティセンタ

ー」の総合評価につきまして「管理運営状況の総合評価」と「総合評価を踏まえた検討」

が示されましたが、この市当局の作成した総合評価や総合評価を踏まえた検討内容につい

て、評価の妥当性、指定管理者制度の導入効果や課題等を踏まえた制度継続の検討、その

改善点等について委員の皆様からご意見をお聞きしたいと思います。 

 ご質問も含めて、何かございましたらお願いします。 

○小野寺委員  資料１２の１ページ、「成果指標等の推移」ですけれども、おおむね８０％

台、９０％弱で達成率が推移しています。達成できなかったというのは残念なのですけれ

ども、逆に令和元年度は台風とかあったり、新型コロナがあったりしたにもかかわらず、

達成率で見ると過年度と変わらないところが、逆にすごいなというか、あれという感じが

しますけれども、安定して推移したというところだと思います。 

 その下の教室の数、令和元年度は１０８教室で多いのですけど、利用者人数と比べると、

あまり効率のよい教室ではなかったのかなとも思うのですけれども、取り組んだというと

ころは評価したいと思います。 

 ２ページ、収支状況の推移ですけれども、こちらも４年並べてみて、各年とも利益は出

ているというところ、プラス評価できると思います。 

 また、利益還元についてもお金で返すのではなくて、自主事業で利益が出たら備品を寄

贈すると、そういった実績もあったということですので、評価したいと思います。 

 ３ページ、「管理運営状況の総合評価」ですけれども、結論の総合評価「Ｃ」、これは妥

当だというふうに思います。中身を見ると、これは過去の４年間のものなので、この中で

１個だけ「Ｂ」がついているというのは、過去にも「Ｂ」をつけたことがあったからとい

うことですけど、今回台風１９号で避難所を開設して４０人が避難したと先ほど説明をい

ただきましたけど、本当はそこを評価してあげたいところですけど、年度の評価では一応

「Ｂ」をつけているので、ここでの総合評価としては「Ｃ」で妥当なのかなと思いました。 

 それから４ページ、「総合評価を踏まえた検討」ですけれども、上の「指定管理者制度導

入効果の検証」のところでは、当初見込んだ効果がおおむね達成できたでよいかと思いま

す。「指定管理者制度継続の検討」についても、特に問題はないと思いますので、継続でよ

ろしいかと思います。 

 以上です。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ほかに、ご意見、ご質問いかがでしょうか。 

 谷藤委員。 

○谷藤委員  評価に関しては、妥当かなと思います。この総合評価は「Ｃ」でいいかな

と思います。稼働率が今でも変わらず減っていて、個人的にはきれいな施設だし、やっぱ
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り一番の問題というか、アクセスだと思って、それであそこは車がなければ行けないみた

いなイメージがあるかと思うのですが、でも行ってみると実は本数が少ないものの、バス

はあって、ただバスは使いづらいみたいな意見もあって、ここの施設自体が、自分たちは

教室とかも増やしたりしているわけで、それをこれにつけてというのではなくて、では、

車の人は優先で来ることができるようにして、バスに合わせて教室をするとか、何か既存

の環境をもっと利用していくと、せっかくきれいな施設が使いやすくなるのかなというの

は思いました。ちょっと内容のところで、感じたままに話してしまいましたが。 

 以上です。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 小川委員。 

○小川委員  先ほど、小野寺委員が挙げられたのですが、令和元年度、頑張って１０８

教室やった割には、人数があまり増えていないというか、平成２９年度は３９教室で、ほ

ぼ同じぐらいの人数で、だから、確かに効率が悪いのかなと感じていますけど。 

 それともう一つ、やはりどういう教室を開催するか、そういう内容によって集客できる

のではないかという感じしますので、多分教室の数ではなく内容で評価していくというの

がいいのではないかと思います。 

〇横山部会長  ありがとうございます。 

 内山委員、何かございますか。 

○内山委員  先ほど言った単年度も総合的にも、集客が下がったことがないかと思いま

す。最終年度に目標に向かって頑張って、教室も数多く開催していただいていますから、

それを期待したいなと思っています。 

○横山部会長  私からは、事務局に２点ほど質問があります。 

 ４ページ、「５ 総合評価を踏まえた検討」、（２）なのですけれども、「指定管理者制度

運用における課題・問題点」というところで、特になしというご記載があるのですが、こ

の稼働率、実績ですね、この３２％前半の稼働率で推移していることについて、特に課題、

問題点として、ここに挙げられていないのですけれども、仕方ないものという意識前提の

下で、今後も進めていくということなのでしょうかね。それが１点。 

 もう１点なのですけれども、４ページの今申し上げたところで、（１）の理由の部分なの

ですけれども、複合施設としても強みを生かしてというような記載があるのですけれども、

果たして本当に複合施設がそれに生かされているのかというのと、あと、より根本的な問

題として、スポーツ施設との抱き合わせで指定管理者を設定すること、それ自体がどうい

うのかとか、そういうところについて、もしお考えがあれば教えていただきたいです。 

 といいますのは、この指定管理者、他のスポーツ施設においては非常によい評価をされ

ている。ところが、このコミュニティセンターに関しては、非常に平凡な結果しか出てい

ないのですね。ですから、無理やり同一管理者に管理させるよりも、むしろ文化的なもの

に特化した指定管理者もいると思うのですけど、分けて選定したほうが、稼働率向上につ

ながるのではないかと、そういうふうに思えるのですね。この辺りどういうふうに市がお

考えなのか、もしご意見があれば、教えていただきたい。 

○地域振興課職員  まずはじめに、稼働率に関してでございますが、例年どおり達成は

できているのですが、市のほうとしては、もう少し伸びしろがあるとは考えてございます。 
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 次期の選定に当たっては、その辺りを考慮しまして、稼働率、目標の設定をするように

検討していきます。 

○横山部会長  下げるということは、ないですね。もうちょっと伸びしろがある前提で

の設定。 

○地域振興課職員  はい。複合施設の強みとしましては、例年スポーツの大会ですとか、

行われているところでございますが、その間に諸室を利用してもらって、採点ですとか、

休憩等に諸室を利用してもらっているというところはございます。その点で、スポーツ施

設を使いながらも諸室のほうも利用していただくというところはあると考えてございます。

○横山部会長  現管理者の下で、実際、複合施設としての強みが生かされているのかど

うかという質問ですけれども、そういう効用が実際に発揮されているかどうか。 

○地域振興課職員  複合施設の強みとしては、やっぱり今のところ事務局のほうも今、

申し上げた点が効用としても表れているものと考えてございます。 

 あと、施設管理、こちらは一括してやっているというところだと思いますので、複合施

設の強みではあるのかなと。単体で行うよりは、一括で行っているということでは、経費

の面でも有利なところはあるのかと考えてございます。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

○地域振興課職員  ほかの管理も一括しているということでございますが、こちらの点

につきましては、確かにそういった面がございますが、現状ではやはりコミュニティセン

ターとスポーツ施設という管理で分かれておりますので、それぞれの所管で管理してやっ

ていくというところにはなってございますので、次期についても現状の管理体制でやって

いくというふうにはなると考えてございます。 

○横山部会長  分かりました。 

 意見としましては、複合施設の強みをもっと生かしていただきたいと。今、十分に発揮

されていないのではないかというふうに思いますので、次期どういった指定管理者が選定

されるか分かりませんけれども、やっぱり施設の特性に合った管理運営をしていっていた

だきたいというふうに考えます。 

 私の意見は以上です。 

 ほかには、ございますでしょうか。 

（なし） 

○ 横山部会長  では、委員の皆様から様々なご意見をいただきましたが、いただいた

意見を総合しますと、まず、市の策定した総合評価案につきましては、妥当であると。 

 次に、制度継続の検討につきましては、制度継続が妥当であると。 

 改善点等につきましては、教室の数だけではなく、内容も含めて工夫して実施していた

だきたい。公共交通機関の来場者もあるので、バスの時間に合わせて教室を実施するなど、

利用者数を増やす工夫をしていただきたい。 

 さらに、複合施設としての強みをできる限り生かしていただきたいという意見がござい

ました。 

 これらを本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  それでは、これまでのご議論を踏まえて、「千葉市花見川区花島コミュニ
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ティセンター」の指定管理者の行った施設の管理に係る総合評価についての、本部会とし

ての意見をまとめていくということになりますが、詳細につきましては、私と事務局にて

調整するということで、ご了承いただければと思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を、次期指定管理者の選定

の際に十分反映していただきたいと思います。 

 以上で、議題１の「令和元年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価及び総

合評価について」の審議は終了いたします。 

 最後に、議題２「その他」について、事務局から説明をお願いします。 

○小名木文化振興課長  それでは、ご説明させていただきます。今後の予定についてで

ございます。本日の委員の皆様よりいただきましたご意見等につきましては、横山部会長

さんから選定評価委員会の同じく横山会長様宛にご報告をいただいて、その後、横山会長

さんから市長宛に、委員会の意見として答申をしていただきます。 

 この委員会の答申を受けまして、市は、委員会のご意見を「指定管理者年度評価シート」

及び「総合評価シート」に記載いたしまして、８月までに、市ホームページに掲載し、公

表いたしますとともに、指定管理者へ通知をいたします。 

 同様に、部会の会議録及び委員会会長からの答申につきましても、同じく市ホームペー

ジにて公表することとなります。公表の時期等が決まり次第、委員の皆様にはご報告をさ

せていただきたいと存じます。 

 なお、本日の部会の会議録につきましては、後日、委員の皆様にご確認をお願いいたし

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 今のご説明につきまして、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 確認ですけど、第２回の予定というのは入っていましたよね、日程は。 

○小名木文化振興課長  第２回、７月２２日水曜日、９時間半から１日です。 

○横山部会長  分かりました。 

 ご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

○横山部会長  では、最後に全体を通して委員の皆様、何かほかにご質問、ご意見等ご

ざいますでしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

○横山部会長  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、事務局に返します。 

○吉野文化振興課長補佐  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１回スポーツ

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。 


