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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２回中央区役所部会議事録 

 

１ 日時：令和２年７月１７日（金） ９：３０～１１：３０ 

 

２ 場所：きぼーる１５階 ボランティア活動室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

横山 清亮委員（部会長）、吉田 恵美委員（副部会長）、伊藤 雪代委員、 

関 寛之委員、武井 雅光委員 

（２）事務局 

石井地域づくり支援室長、平岡主査、樋村主任主事 

 

４ 議題： 

（１）指定管理者選定に係る募集条件、審査基準等に関する事項について 

ア 千葉市中央区蘇我コミュニティセンター及び千葉市中央区蘇我コミュニティセン  

ターハーモニープラザ分館  

（２）今後の予定について 

（３）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）指定管理者選定に係る募集条件、審査基準等に関する事項について 

ア 千葉市中央区蘇我コミュニティセンター及び千葉市中央区蘇我コミュニティセン  

ターハーモニープラザ分館  

次期指定管理者の選定に係る募集条件、審査基準等に関する事項について、審議

した。 

（２）今後の予定について 

   今後のスケジュールについて、事務局職員から説明した。 

（３）その他 

議事録の公開について、事務局から説明した。 

 

６ 会議経過： 

○地域づくり支援室職員  皆様、おはようございます。皆様におかれましては、お忙し

い中、お集まりいただきましてありがとうございます。定刻より少々早いですが、皆様お

そろいになりましたので、ただいまより令和２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員

会第２回中央区役所部会を開会いたします。 

 私、本日、司会を務めさせていただきます、地域振興課地域づくり支援室の平岡と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の会議でございますが、緑色のファイル参考資料２にありますとおり「千葉市市民



 

 ―２― 

局指定管理者選定評価委員会の会議の公開及び議事録の作成等について」に定める非公開

事項に該当することから、すべて非公開とさせていただきます。 

 本日は、コロナウイルス感染症対策として、十分な換気等を行うため、ドアを開放して

おります。また、職員はマスクを着用し、地球温暖化防止の一環として、軽装とさせてい

ただいておりますのでご了承ください。 

 それでは、委員の皆様のご紹介ですが、前回の部会から変更ございませんので、恐れ入

りますが青色のファイルのインデックスにあります「委員名簿」をもちましてご紹介に代

えさせていただきます。 

 続きまして、職員をご紹介させていただきます。 

 地域づくり支援室長の石井でございます。 

 地域振興課職員の樋村でございます。 

 以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、開会に当たりまして、地域づくり支援室長の石井よりご挨拶させていただき

ます。 

○石井地域づくり支援室長  皆様、おはようございます。地域づくり支援室長の石井で

ございます。本日はお忙しい中、また、お足元の悪い中ご出席いただきまして誠にありが

とうございます。 

 前回の第１回中央区役所部会において年度評価及び総合評価につきましてご承認をいた

だきました。本日の第２回中央区役所部会におきましては、指定管理者選定に係る募集条

件、審査基準等に関しましてご審議をいただくものでございます。皆様の忌憚のないご意

見を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますがご挨拶とさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、議事に入ります前に、資料の確認をさせていただ

きます。 

 まず、事前に送付させていただきました２冊のファイルのうち水色のファイル、第２回

中央区役所部会資料をお開きいただき、資料等一覧をご覧ください。 

 １が「次第」、２が「席次表」でございます。３、「進行表」が本日「第２回中央区役

所部会進行表」です。４、「委員名簿」が先ほど申し上げました「中央区役所部会委員名

簿」、以降「千葉市中央区蘇我コミュニティセンター及び千葉市中央区蘇我コミュニティ

センターハーモニープラザ分館」における次期指定管理者選定に関する資料で、５が、

「募集要項（案）」、６が「管理運営の基準（案）」、７が「指定申請書類（案）」、８

が「基本協定書（案）」、９が「選定基準（案）」、１０が「今後の予定」でございます。 

 続いて、緑色のファイルをお開きください。 

 １１、参考資料１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」、１２、

参考資料２が「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の会議の公開及び議事録の作成等

について」、１３、参考資料３が「部会の設置について」、１４、参考資料４が「中央区

役所部会で審議する公の施設一覧」、１５、関係資料５が「千葉市情報公開条例・施行規

則 抜粋」、１６、参考資料６が「千葉市コミュニティセンター設置管理条例・施行規

則」、１７、参考資料７が「千葉市ハーモニープラザ設置管理条例」、１８、運営基準参

考資料が「管理運営の基準（案）参考資料一覧」となっております。 
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 また、本日、机上に３点、事前にメール等で送付させていただきました委員からの質問

に対する回答及び資料に一部誤りがございましたので、正誤表となる資料の修正、また、

これから行います説明時の補足資料となりますコミュニティセンター審査項目・配点比較

表をお配りしております。 

 そのほか、ガイドラインの修正の冊子をお配りをさせていただきます。こちらは本日の

会議では使用しませんので、お持ち帰りになられてご一読いただければ幸いです。 

 今回、非常に資料の修正が多くなりまして大変申し訳ございません。 

 以上、おそろいでしょうか。 

○地域づくり支援室職員  では、よろしいでしょうか。 

 それでは、引き続きまして、会議の成立についてご報告いたします。 

 本日の出席委員は全委員の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

者の選定等に関する条例第１１条第７項において準用する第１０条第２項に基づき、会議

は成立しております。 

 それでは、これより議事に入らせていただきます。 

 これからの議事につきましては、進行を横山部会長にお願いしたいと思います。どうぞ

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たいと思います。ご協力

のほどよろしくお願いします。 

 議題１の「指定管理者選定に係る募集条件、審査基準等に関する事項について」に入ら

せていただきます。 

 まず、事務局より募集関係書類の概要及び募集条件等に関する事項に係る審議の流れに

ついて説明をお願いします。 

○石井地域づくり支援室長  それでは、はじめに募集関係書類の概要につきましてご説

明申し上げます。 

 まず、公募の場合、募集関係書類といたしまして、主に「募集要項」、「管理運営の基

準」、「選定基準」がございます。これらの各資料の概要につきまして、ご説明申し上げ

ます。 

 はじめに、「募集要項」について、ご説明申し上げます。 

 この要項は、施設の設置管理条例及び管理規則の規定を踏まえ、対象施設の概要、業務

の範囲、リスク分担、選定のスケジュールなど、募集の概要について示したものでござい

ます。 

 主な点につきましてご説明申し上げます。 

 「募集要項（案）」の２ページをご覧ください。 

 「１ 指定管理者募集の趣旨」でございますが、指定管理者制度の概要について記載し

てございます。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 「３ 公募の概要」ですが、こちらは対象施設、指定期間、選定の手順（スケジュー

ル）について記載してございます。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 「４ 管理対象施設の概要」でございます。 
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 こちらは、対象施設の設置目的や特徴などについて記載してございます。特に施設の設

置目的、目指すべき方向性を示す「ビジョン」や、施設の社会的使命や役割を示す「ミッ

ション」、８ページに移りまして、「指定管理者制度導入に関する市の考え方」といたし

まして、制度導入による市のねらい（見込みの効果）、そのねらい（効果）を達成するた

めに指定管理者に期待する役割はなにか。あわせまして、施設の管理運営における「成果

指標」及び「数値目標」を設定し、ここで明示してございます。 

 次に、「５ 指定管理者が行う業務の範囲」でございます。ここでは、指定管理者が行

うべき必須業務及び行うことができる自主事業、また、再委託について記載してございま

す。具体的な業務の詳細につきましては、後ほどご説明申し上げます「管理運営の基準」

でお示ししてございます。 

 次に、９ページをご覧ください。 

 「６ 市の施策等との関係」についてでございます。 

 公の施設の管理者である指定管理者に求める公的責任として、市の施策等について、市

と同様に行うべきことを記載してございます。 

 次に、１１ページをご覧ください。 

 「７ 指定管理者の公募手続」でございます。 

 指定管理予定候補者の募集から、指定までの具体的な手続を記載してございます。 

 次に、１３ページをご覧ください。 

 「８ 応募に関する事項」でございます。 

 応募資格及び失格事由、提出書類、留意事項など、応募に関する重要事項を記載してご

ざいます。 

 次に、１８ページをご覧ください。 

 「９ 経理に関する事項」でございます。 

 指定管理者の収入と支出に関すること、指定管理料の支払いに関することのほか、利益

の還元（余剰金の取扱い）について、記載してございます。 

 なお、市から指定管理料を支払う両施設は、指定管理料の上限額をここに記載し、応募

者はこの上限額の範囲内で指定管理料を市に提示することとなります。先ほどご説明いた

しました「８ 応募に関する事項」にて定められている失格事由にあるとおり、上限額を

超える提案をした場合には、形式的要件審査の時点で失格となり、提案内容審査には進む

ことができません。 

 また、１９ページにございます利益の還元についてでございますが、指定管理者が管理

業務や自主事業の実施により利益を得た場合、その利益は、指定管理者の経営努力による

ものである一方、公共財産である公の施設の管理運営業務から生まれたものでもあると考

えられることから、計画を大きく超える利益があった場合には、その一部を市民に還元す

ることも必要となるため、あらかじめ定めた基準以上の利益が発生した場合には、その一

部について市への還元を求めるものでございます。 

 次に、２０ページをご覧ください。 

 「１０ 審査選定」でございます。 

 ここでは、選定方法や審査基準の概要について記載しており、審査基準の概要では、各

審査項目及び小項目ごとの配点についても示すこととしてございます。 
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 次に、２２ページをご覧ください。 

 「１１ 関係法規」、「１２ 参考資料」、「１３ その他」でございますが、これら

に関しましては、説明を省略させていただきます。 

 続きまして、「管理運営の基準」についてご説明申し上げます。 

 「管理運営の基準（案）」をご覧ください。 

 こちらは、各施設の設置管理条例において定める「管理の基準及び業務の範囲」、すな

わち、指定管理者が行うべき業務の詳細について記載し、市が指定管理者に要求する指定

管理業務の水準を示すものでございます。 

 大まかに、対象施設の概要（募集要項よりも詳細な内容）や、指定管理者が行うべき業

務（必須業務）、自主事業を認める施設については、自主事業に関すること、その他、留

意事項などを記載してございます。 

 続きまして、「選定基準」でございます。 

 「選定基準（案）」をご覧ください。 

 こちらは、先ほどご覧いただきました「募集要項」に記載している審査基準について、

より詳細に定めたものとなります。 

 具体的には、審査の具体的な流れ、審査の方法、審査項目、採点の基準と方法、各審査

項目の配点などを記載してございます。 

 「選定基準」は、１０月に開催いたします部会において、委員の皆様が、応募者が提出

した「提案書」の審査を行うに当たっての拠り所となるものでございます。 

 なお、選定前に「選定基準」を公開すると、採点方法に応じて点数稼ぎを行う等の作為

が働く恐れがあるため、募集・選定段階では非公開といたします。 

 簡単に、審査方式及び採点方法等についてご説明申し上げます。 

 まず、１ページでございますが、「１ 審査方式」でございます。 

 「（１）形式的要件審査」でございますが、「提案書」等により、応募者が２ページ、

３ページに記載されております「応募資格」の各要件を満たしているか、「失格要件」に

該当するものでないか確認をいたします。 

 次に、「（２）提案内容審査」でございますが、「提案書」を含む提出書類の記述内容

について、採点基準に基づき、委員の皆様に採点を行っていただくほか、一部の評価を必

要としない審査項目につきましては、事務局で機械的に採点いたしました上で委員の皆様

にご報告をいたします。 

 また、採点されました点数は、審査項目ごとに平均点を算出した後、合計した総得点を

基に、選定評価委員会における合議により、最優秀提案、第２順位、第３順位の提案を選

定いたします。 

 総得点の合計が最も高い提案であっても、個別の審査項目において「管理運営の基準」

等に示す水準に満たない提案がある場合などは、最優秀提案とはせず、失格とする場合が

ございます。 

 なお、総得点の差が満点の１％以内又は同点であるときは、得点の高低から順位を決定

することは妥当ではなく、総合的な評価を行うという観点から、総得点にかかわらず、選

定評価委員会における合議により順位を決定し、最終的に指定管理予定候補者を選定して

いただきます。 
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 次に、４ページをご覧ください。 

 「３ 提案内容審査」についてでございます。 

 ここでは、提案内容審査の詳細について、ご説明いたします。 

 「（１）審査の方法」でございます。 

 「ア 審査項目及び配点」は、ご覧のとおりでございます。 

 次に、５ページをご覧ください。 

 「イ 審査項目の配点の考え方」でございます。 

 先ほど一覧表のうち、指定の基準５及び６に関する審査項目を除く各項目に原則として

５点を配点しております。その他次の表の「審査項目」については、市が期待する事項の

必要性、重要性等を勘案して、例外的に加点した配点としております。 

 なお、「審査項目」につきましては、指定管理者制度を所管する業務改革推進課が作成

いたしました「選定基準作成マニュアル」に基づき、設定しておりますが、施設の特性や

指定管理者に期待する役割等により、不要項目の削除や必要項目を追加するほか、「配

点」を変更することも可能となっており、市民総務課にて市内全コミュニティセンターを

統一した項目、配点となっております。 

 次に、６ページをご覧ください。 

 「ウ 各項目の審査・採点方法」でございます。 

 「ア 原則」として、応募者からの多様な提案に対応するため、一部の審査項目を除き、

下の表の右の「基準」に従い、「Ａ」から「Ｅ」の５段階評価で採点をしていただきます。 

 なお、委員の皆様の過半数が「Ｄ」の評価、又は１人以上が「Ｅ」の評価をされた場合、

選定評価委員会において協議し、当該応募者を失格とすることが相当であるか否かを判断

していただきます。 

 すべての委員の皆様が「Ｅ」の評価をした場合、当該応募者は直ちに失格となります。 

 続いて、「（イ）上記原則によらない審査項目」についてでございます。 

 次に掲げる審査項目について、原則によらず、７ページから１４ページの「（２）採点

基準」の表に示す配点に従い、「ａ」については委員の皆様に、「ｂ」については事務局

にて評価を行います。 

 ただいまご説明申し上げましたとおり、委員の皆様が「提案書」の内容を審査・採点し、

審査項目ごとに算出しました平均得点の総合計をもって当該応募者の得点とし、応募者の

順位を決定いたします。ただし、先ほど申し上げましたとおり、得点にかかわらず失格と

する場合がございます。応募団体が１団体であった場合でも同様に審査を行います。 

 これまでご説明してまいりました資料のほかに、「基本協定書」と、応募の際に使用す

る「指定管理者指定申請書類」の様式について、添付してございます。 

 なお、「基本協定書」につきましては、指定管理者が行う施設の管理運営業務の詳細な

事項や管理運営に付随して定めておくべき事項などについて、市と指定管理者との間で締

結するものでございます。 

 具体的な内容につきましては、指定管理者として決定した後の協議を踏まえ、作成され

ることとなります。 

 これから皆様には、これら募集関係書類に関しまして、修正すべき点などがないかにつ

いて、ご審議をいただきます。そして皆様からいただきましたご意見を反映したものを、
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次期指定管理者の公募に係る募集関係書類として確定し、それをもって公募を開始する流

れとなります。 

 なお、公募に当たっては、先ほどご説明した資料のうち「募集要項」、「管理運営の基

準」、「指定管理者指定申請書類」、「基本協定書」を公表します。「選定基準」につい

ては、選定前に公表することで適正な選定業務に支障を及ぼすことが懸念されることから、

選定が終了するまでは公表いたしません。 

 事務局から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。 

 ちょっと進行に関して確認ですけれども、この後対象施設に関する質疑が改めてあるの

かと思いますが。委員の事前質問に対する回答等については、その機会にご回答いただけ

るということでよろしいですか。次が、委員からの質問の機会ですけれども、ここは形式

の話のみで、後でまとめて意見等は議論すればよろしいですか。 

○石井地域づくり支援室長  そのようにお願いします。 

○横山部会長  分かりました。ありがとうございます。 

 ただいまの事務局からのご説明について、何かご質問ございますでしょうか。ここはも

う進めてよろしいですかね。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 それでは、千葉市中央区蘇我コミュニティセンター及び千葉市中央区蘇我コミュニティ

センターハーモニープラザ分館について、事務局よりご説明をお願いします。 

○石井地域づくり支援室長  それでは、「千葉市中央区蘇我コミュニティセンター及び

千葉市中央区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館」の指定管理者に係る募集

関係書類について、ご説明申し上げます。 

 各書類の概要については、先ほどご説明させていただいておりますので、重要な点や前

回からの変更点を中心にご説明させていただきます。 

 なお、先ほどの概要の説明と同様、「募集要項」、「管理運営の基準」、「指定管理予

定候補者選定基準」について、ご説明申し上げます。 

 はじめに、「指定管理者募集要項」についてご説明申し上げます。 

 「募集要項（案）」の３ページをご覧ください。 

 「３ 公募の概要」でございます。今回募集する管理対象施設は、（１）のとおり蘇我

コミュニティセンター及びハーモニープラザ分館でございます。ハーモニープラザ分館に

ついては、昨年度、蘇我コミュニティセンターの次期指定管理者の選定と合わせまして一

体的に今年度公募を行うため、現蘇我コミュニティセンターの指定管理者である、Ｆｕｎ 

Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体を非公募で指定管理者として選定し、令和２年４月に

オープンいたしました。 

 次に、「指定期間」につきましては、（２）のとおり、令和３年４月１日から令和８年

３月３１日までの５年間となってございます。 

 次に、「選定の手順」でございますが、（４）のとおり、選定評価委員会における審査

を経て、応募者の中から、第１順位から第３順位までの団体を選定し、第１順位の者から

協議を進めてまいります。全体のスケジュールについては、３ページの表にお示ししたと
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おりでございます。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 「４ 管理対象施設の概要」でございます。 

 まず、「（１）設置目的等」につきましては、市と指定管理者が施設管理の目的・目標

を共有することが必要であるとの考えから、前回の募集より加えられた項目でございます。

市内全コミュニティセンターで統一した市民局ひな型のビジョン・ミッションとなってご

ざいます。前回からの変更点は委員さんからのご指摘により、ミッションの「安定的に供

給すること。」を他の表現と合わせて「提供する。」と変更いたしました。  

 「（３）地域の特性」は前回の公募時にはなかった項目となり、今後、応募者には道

路・交通等の立地条件などの地域の特性を踏まえた提案を求めることといたします。 

 次に、８ページをご覧ください。  

 「イ ハーモニープラザ分館」の利用状況の下に記載がありますとおり、令和７年度以

降に千葉市ハーモニープラザの大規模改修工事の実施を検討してございます。時期等詳細

は未定のため、応募者には指定管理期間中にハーモニープラザ分館の休館等はないものと

仮定して指定管理料の見積りを行っていただき、休館等に伴い、指定管理料へ影響が発生

した場合は、毎年度の指定管理料の協議において対応していくこととなります。  

 「（５）指定管理者制度導入に関する市の考え」につきましては、具体的な成果指標、

数値目標といたしまして、蘇我コミュニティセンターの指定期間最終年度の諸室稼働率を

６３．９%以上、体育館とトレーニング室の利用者数を３万９千人以上、ハーモニープラ

ザ分館の指定期間最終年度の諸室稼働率を４４．９%以上、フィットネスルームの利用者

数を８千人以上といたしました。  

 前回からの変更点は蘇我コミュニティセンター及びハーモニープラザ分館ともに、対象

となります諸室等が複数あり、各諸室等の占有面積の差が大きいときは、加重平均と単純

平均との間に大きな差異が生じることから、各諸室等の占有面積を考慮した算定式（加重

平均）により施設稼働率を設定しております。成果指標、数値目標の表の下に正誤表にあ

りますとおり、加重平均の算定式を追記してございます。 

 また、前回、蘇我コミュニティセンターのスポーツ施設の施設利用者数に諸室であるエ

アロビクス室の人数を含めた数値目標（４万９千人）としてしまっていた点を修正してご

ざいます。 

 今年度第１回中央区役所部会で新たな成果指標の追加についてご提案をいただきました

が、市内全コミュニティセンターで統一の指標等になるため、今回の選定にご意見を反映

させることができず誠に申し訳ございませんでした。次回選定時に向けて、引き続き提案

するとともに、必要に応じまして中央区役所部会独自の評価のための補助的な資料として

異なる指標を設定していくことは可能かと思われますのでご理解ください。  

 同じく８ページにございます「５ 指定管理者が行う業務の範囲」については、ご覧の

とおりとなっております。詳細につきましては、「管理運営の基準」に記載してございま

す。 

 ９ページにあります「（２）自主事業として行うことができる事業」のアは先ほどご説

明をいたしました「地域特性」も新たに含んだ「住民ニーズを反映した主催事業」と市内

全コミュニティセンター統一の表記となっております。  
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 １０ページの「（４）労働条件審査」は業務改革推進課より市内全施設で統一の今回新

たに追記された項目となってございます。 

 次に、少し飛ばさせていただきまして１８ページをご覧ください。  

 「９ 経理に関する事項」でございます。  

 （１）、「ア 利用料金収入」について、指定期間中に設置管理条例で規定する額を変

更する可能性があるため、その旨を追記してございます。 

 また、下段の「＜指定管理料の基準額について＞」の１行目部分、当施設の管理にかか

る指定期間全体の指定管理料の基準額は、事前資料送付の際には協議中となってございま

したが、修正いたしまして「６億７，９７９万６，０００円」となり、現指定期間と比較

いたしまして５，４７５万５千円の増額となってございます。 

 この基準額は、これまでの蘇我コミュニティセンターの稼働状況及びハーモニープラザ

分館の稼働見込み等や物価上昇率、人件費上昇率など増額要素を加味し、管理費用の見込

みなどを勘案いたしまして設定したものでございます。  

 なお、基準額は、いわゆる上限額であり、この金額を超える提案は失格となりますこと

から、事前に「募集要項」にて公表を行ってございます。 

 次に、１９ページをご覧ください。  

 「（５）利益の還元（剰余金の取扱い）について」は、一事業年度において生じました

余剰金が、当該年度の総収入額の１０%を超える場合には、余剰金と当該年度の総収入額

の１０%の差額の２分の１の額を市に納付することとしてございます。 

 なお、利益還元につきましては、以前の募集時においては、申請者からの提案として利

益還元を求め、審査項目としておりましたが、委員から「評価が困難である」などの意見

もあったとのことで、市において利益還元の方法について仕様化したものでございます。 

 最後に、２３ページ、「１３ その他」の「（４）リスク分担に対する方針」の中の

「運営費上昇」の項目に新たに「避難所等の運営等に伴うもの」を加え、避難所開設時の

リスク分担を明確化いたしました。  

 「指定管理者募集要項」に関する説明は以上でございます。 

 続きまして、「管理運営の基準」についてご説明申し上げます。 

 「管理運営の基準（案）」の１ページ、「目次」をご覧ください。 

 この「管理運営の基準」の構成でございますが、主な業務といたしまして、「２ 施設

運営業務」、「３ 施設維持管理業務」、「４ 経営管理業務」の３つを掲げてございま

す。 

 「管理運営の基準」については、前回選定時と異なる点及び蘇我コミュニティセンター

及びハーモニープラザ分館の特色を加味しましてコミュニティセンター共通の基準に変更

を加えた点を中心に、ご説明させていただきます。 

 まず、施設運営業務についてでございますが、主に施設の貸出業務にかかる内容が中心

となってございます。  

 ２ページ、「（３）指定管理業務を実施するに当たっての前提」の「エ ハーモニープ

ラザ構成施設としての適正な理解」はハーモニープラザ分館がハーモニープラザの構成施

設のため追加している項目でございます。 

 次に、４ページをご覧ください。  
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 「（１）施設貸出業務」について、「オ 使用申請の受付等」、５行目に「抽選申込、

抽選後空き施設の申込みに係る予約受付時間等については、別添資料の「コミュニティセ

ンター及び土気あすみが丘プラザの受付時間等」によること。」の文言が加わってござい

ます。また、事前質問に対する回答にございますように「（ア）諸室の使用申請の受付

等」の「ｃ 使用申請の優先的受付」の「本市及び町内自治会等の団体が使用する場合は、

以下のとおり、優先的に使用受付を行うこと。」の後ろに「ただし、抽選申込受付を行う

前日までとする。」という文言を追加いたしました。これは、これまで一般の抽選申込受

付期間である「１日から１０日まで」の間に優先的受付可能な団体が申込みをした場合の

取扱いに関して明記されていなかったため、追加するものでございます。また、「（ｂ）

３か月前から使用受付を可能とする団体」にこれまでは運用上対象となっておりましたが

明記されていなかった「地域運営委員会（設立準備会を含む。）」を追加いたしました。

５ページ及び６ページに記載のスポーツ施設の使用申請の受付等も同様となります。  

 次に、９ページをご覧ください。  

 現在の新型コロナウイルス感染状況等を鑑みて、新たに「（３）新型コロナウイルス感

染防止策の実施」が追加されてございます。 

 また、「（４）その他の業務」の「ア 利用者支援」の「（ウ）Ｗｉ－Ｆｉサービスの

提供」の項目が新たに追加となってございます。  

 １２ページをご覧ください。  

 「エ 災害時の避難者の受入」、「（ア）避難所の運営等に関する業務」、「ｂ 災害

時」の「（ｄ）市民・被災者等への支援」が昨年度の台風・大雨などによる被災状況等を

教訓に、今後想定されるものとして新たに追加した項目でございます。「オ ちばシティ

ポイント制度への協力」は、令和元年度より本市政策調整課が所管となって行っている事

業でございまして、コミュニティセンターにおけるスポーツ施設利用者もポイント付与の

対象となりますことから追加された項目でございます。 

 １３ページをご覧ください。  

 「カ 蘇我駅前連絡所・労働相談室との調整」、「キ コミュニティ広場の貸出」、

「ク 創作準備室内及び陶芸作業室内の陶芸窯の運用」、「ケ 利用者に対する公共交通

機関等利用の周知」の４項目につきましては、市民局のひな型に蘇我コミュニティセンタ

ー等の特性を加味し加筆したものでございます。 

 なお、労働相談室とは、本市雇用推進課の所管業務でございまして、厚生年金・雇用保

険・労働条件・賃金不払いなど、様々な労働に関することに対しまして、労働相談員が無

料で相談に応じるというものでございます。 

 次に、施設維持管理業務でございますが、こちらは建物の保守、清掃、備品管理など、

施設の維持管理に関する業務について記載してございます。 

 ２０ページをご覧ください。  

 「（９）駐車（駐輪）場管理業務」の「ウ 駐車場の混雑対策」は、今回新たに市民局

のひな型にて追加された項目でございまして、「エ その他」の「駐車場が２か所に分か

れているため、車両の出入りが円滑に行われるよう、適切に人員を配置すること」は、市

民局のひな型に蘇我コミュニティセンターの特性を加味したものでございます。こちらに

つきましては、駐車場自体が２か所に分かれているため、係員を配置しないと円滑な運営
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が困難であること、これまでも駐車場の混雑に対するご意見をいただいていることを考慮

いたしまして、引き続き追加することといたしました。  

 次に、経営管理業務につきましては、施設運営を行うに当たっての、計画書・報告書の

作成や利用者への意見聴取に関する業務等について記載してございます。  

 最後に、２７ページをご覧ください。  

 「（２）施設の管理に関する留意事項」、「ア 両施設は敷地内全面禁煙とする。」は

令和２年４月１日からの全市的な取組みとなるため追加してございます。  

 「管理運営の基準」に関する説明は以上でございます。  

 続きまして、「選定基準」についてご説明申し上げます。  

 「選定基準（案）」をご覧ください。  

 先ほど、審査方式につきましては説明をさせていただきましたので、ここでは４ページ

「３ 提案内容審査」よりご説明をさせていただきます。 

 まず、「ア 審査項目及び配点」につきましては表のとおりとなってございます。表中

の一番下、「６ その他市長が定める基準」以外の項目につきましては、基本的に配点を

各５点としておりますが、コミュニティセンター施設の指定管理者選定において、市が期

待する事項の必要性、重要性等を勘案して例外的に１０点もしくは２５点とした項目がご

ざいます。  

 それらの項目の加点理由につきましては、次の５ページに記載してございます。 

 委員の皆様に事前送付させていただきました資料の配点は、コミュニティセンターのひ

な型となってございます。  

 ここで、本日机上に配付させていただいております「コミュニティセンター採点項目・

配点比較表」をご覧ください。  

 まず、一番左側の配点が、今年度示されました業務改革推進課のひな型となってござい

ます。右隣りが平成２７年度のコミュニティセンターのひな型、その右が平成２７年度に

行われました蘇我コミュニティセンター選定時に採用いたしました中央区役所部会独自の

配点と選定審査基準項目となります。その右が今年度のコミュニティセンターのひな型と

なりまして、一番右が今回の蘇我コミュニティセンター及びハーモニープラザ分館のひな

型に合わせた形とさせていただいてございます。 

 平成２７年度は中央区役所部会の中で「地域における様々な施設・団体との協力・連携

にかかる方策を重視したい」との意見がございまして、「４ 施設の効用を最大限発揮す

るものであること。」の「（３）施設利用者への支援計画」について、特にその方策につ

いて提案させるとともに、配点を「５点」から「１０点」に変更いたしまして、「提案

書」につきましても３枚から４枚と１枚追加いたしました。また、同様に部会の中で「施

設の維持管理に要する経費の縮減についてより重視したい」とのご意見もあったことから、

全市的な方針に基づく配点割合の範囲内で、「５ 施設の管理に要する経費を縮減するも

のであること」の「（２）管理経費」を平成２７年度のコミュニティセンターのひな型は

２０点であったところ、１０点追加いたしまして３０点といたしました。さらに「指定期

間中に提案額に縛られることなく指定管理料を削減する提案を求めたい」とのご意見があ

りましたことから、「５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること」に（３）

といたしまして「随時収支の改善を図り、指定管理料に反映させる方策」の項目を新たに
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設けまして、３点を配点し、提案書１枚を追加いたしました。  

 前回選定時は、部会でいただきましたご意見を基に、部会独自の配点と致しましたが、

今回は市民局のコミュニティセンターのひな型に合わせました配点といたしております。 

 理由の１点目といたしましては、平成２７年度と比較いたしまして、今回コミュニティ

センターのひな型においても「管理経費（指定管理料）」にかかる配点を２５点と５点加

点してございます。２点目としましては、施設の特性や指定管理者に期待する役割等によ

り、不要項目を削除、又は必要項目を追加するほか、配点を変更することはできますが、

「施設の特性」や「指定管理者に期待する役割等」は市内にある他のコミュニティセンタ

ーと異なるわけではないため、他のコミュニティセンターの選定にかかる配点や審査項目

と統一を図るため、ひな型に合わせた形といたしてございます。 

 次に、６ページ、「ウ 各項目の審査・採点方法」をご覧ください。  

 まず、「（ア）原則」でございますが、こちらに記載しておりますとおり、一部の審査

項目を除きまして、５段階評価にて採点を行っていただきます。  

 「管理運営の基準等で設定した水準どおりの業務が行われることが見込まれる」場合に

は、「Ｃ」評価として「配点に０．６を乗じた」得点とし、「さらに市民サービスの向上

又は管理経費の縮減に一定程度の効果が見込まれる」場合には「Ｂ」評価として「配点に

０．８を乗じた」得点、「大きな効果が見込まれる」場合には「Ａ」評価として、「配点

に１．０を乗じた」得点をつけることとなります。  

 逆に、「管理運営の基準等で設定した水準に満たない業務が行われるおそれがある」と

判断される場合には「Ｄ」評価として「配点に０．２を乗じた」得点、「明らかに満たな

い提案がなされている」場合には「Ｅ」評価となり「０」点となります。  

 また、過半数の委員が「Ｄ」評価とする、又は１人以上の委員が「Ｅ」評価とした場合、

委員の皆様においてご協議をしていただきまして、当該応募者を失格とすることが相当で

あるかをご判断していただくこととなり、すべての委員が「Ｅ」評価とした場合、当該応

募者は直ちに失格となります。  

 次に、同ページの下部「（イ）上記原則によらない審査項目」でございますが、これら

の項目については、ただいまご説明した５段階評価によらない方法により、採点を行うこ

ととなります。  

 そのうち、配点割合の大きい５、「（２）管理経費（指定管理料）」に係る採点方法に

ついて、ご説明申し上げます。 

 １１ページをご覧ください。  

 資料の修正にありますように、事前に送付いたしました資料では基礎点が１２点となっ

ておりましたが１５点の誤りでございます。また、加算点が１３点となっておりましたが

１０点の誤りでございます。お詫びして修正いたします。申し訳ございませんでした。 

 この項目では、「ａ 基礎点」と「ｂ 加算点」の合計が得点となります。  

 まず、「ａ 基礎点」とは、「提案額が基準額を超えない場合に配点の６０%を加算」

するものでございます。よって「基礎点」は、２５点の６０%で１５点となります。  

 次に、「加算点」についてでございますが、配点の残り４０%に「基準額からの削減

率」を「目標削減率」で割った値をかけ、算出したものをいいます。よって「加算点」の

満点は２５点の４０%で１０点となります。  
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 なお、基準額からの「目標削減率」とは施設の特性等に応じて定めるもので、コミュニ

ティセンターでは１０%となってございます。必要以上に削減された提案額、つまり目標

削減率を超えて削減をした額の提案がなされた場合でも、この項目では先ほどご説明した

「基礎点」及び「加算点」で得点を出し、その提案額の妥当性については「収入支出見積

りの妥当性」の項目にて慎重にご審議をしていただくこととなります。  

 募集関係書類に関する説明は以上となります。  

 なお、委員の皆様に事前に資料を配付させていただき、頂戴した事前質問に対します回

答等につきまして、ここでご説明をさせていただいてもよろしいでしょうか。 

○横山部会長  お願いします。  

○地域づくり支援室職員  では、Ａ３縦になっております委員からの事前質問に対する

回答の資料をご覧ください。  

 事前にいただいた質問として２９項目ございます。  

１番、「募集要項（案）」についてです。管理業務又は管理運営、管理運営業務等の

文言の使い方が統一されていないということで、それを統一したほうがよろしいのではな

いかというご提案をいただきました。それに対する回答といたしましては、今現在、それ

ぞれ定義し、明確に使い分けているわけではございませんが、文言が統一されていないこ

とで各項目の内容の趣旨が伝わらない、又は誤解や混乱が生じることが考えにくいことか

ら、今回の「募集要項」等についての修正は行わないこととさせていただきます。  

 なお、今後は文言を統一することが望ましいので、今後の改定の際の参考とさせていた

だくという旨、制度所管課の業務改革推進課等からも回答を得ております。 

 ２番、こちらにつきましては、既に先ほど説明済みとなっております。ミッションの

「コミュニティ活動を供給する」という表現が他と統一されていなかったため、今回「コ

ミュニティ活動を低廉な料金で安定的に提供すること」と「供給」から変更させていただ

いております。  

 ３番です。こちらは地域の特性に関する説明事項となっております。文言が分かりづら

いということで、記載のとおりとさせていただいております。  

 ４番です。こちら、「募集要項（案）」の６ページと７ページにハーモニープラザ分館

と蘇我コミュニティセンターそれぞれ駐輪場の台数を記載させていただいていたのですが、

蘇我コミュニティセンターについては「あり」という表現になっていて、ハーモニープラ

ザ分館については「１００台」という記載になっていたため表現を統一したほうがよろし

いのではないかというご提案をいただきました。これを受けて蘇我コミュニティセンター

については約２６台という表現になっております。こちら、約という文言をつけさせてい

ただいたのは、駐輪場が空間という形になっていて、１台１台カウントすることができな

かったため、約という形で表示させていただいております。対してハーモニープラザ分館

は、改めて台数を確認させていただいたところ、１台１台停められるような形になってい

て、９９台だったため、分館については１００台から９９台に変更させていただいており

ます。 

 次は５番になります。成果指標の中のスポーツ施設が何を指すのか分かりづらいという

ご指摘をいただきました。前回、施設利用者数のスポーツ施設については、蘇我コミュニ

ティセンターのエアロビクス室の利用者数がどちらを指すのか分かりづらいということが
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確かにありますので、スポーツ施設とは「体育館、トレーニング室、フィットネスルー

ム」のことをいうとはっきり明記するよう追記いたします。  

 ６番につきましては、「剰余金の総収入額の１０％に当たる額を超える場合に」という

部分で、そもそも１０％を超えるという事例は起こりにくいため、３％ぐらいが妥当では

ないかとのご質問です。１０％としている市の考え方等については記載のとおりとなって

おります。後半部分ですね。利益の還元を仕様化した平成２３年度当時、法人企業統計調

査における売上高営業利益率の５か年平均が、全産業で約２．７％、最高の産業の不動産

業で約９．８％であることを参考として１０％を最低基準として設定したと業務改革推進

課より回答を得ております。  

 ７番、新型コロナウイルス感染症対策によるリスク分担の方針はどこに書いてあるのか

ということです。「新型コロナウイルス感染症対策によるリスク分担」という項目はあり

ませんが、これにつきましては、新型コロナウイルスによって、市から諸室等を閉鎖する

ように依頼した場合ということになりますので、「業務の中止、延期」の中にある、「市

の指示によるもの」という形で整理させていただいております。  

 ８番から「管理運営の基準」に対するご質問になります。こちらは１番でご指摘いただ

いたように管理又は管理運営の文言が統一されていないということでしたので、１番の回

答と同様になります。  

 めくっていただきまして、裏側になります。 

 ９番、こちらは先ほどご説明させていただきました抽選申込受付期間、優先的受付期間

の重複する期間についての取扱いについて記載しております。抽選申込受付期間において

は優先的受付を行っていないため、そのことをはっきりと明記するために今回新たに、

「ただし、抽選申込受付を行う前日までを優先申込受付期間」とさせていただきます。  

 １０番です。こちら回数券、定期券の取扱いについてです。もともと市でお示ししたも

のは「回数券及び定期券（フィットネスルーム及びトレーニング室のみ）」という記載に

なっておりましたが、今現在、体育館とトレーニング室については回数券を販売しており、

定期券の販売は行っておりません。フィットネスルームについては回数券と定期券を販売

している状況となります。今後どのような運用となるかは、提案者と市の協議となります

が、それらを含めて「スポーツ施設の個人使用については、回数券及び定期券の販売を行

う等、市民サービスの向上に努めること」というふうに修正させていただきます。  

 １１番、こちらも表記が分かりづらいということでしたので、記載のとおり修正をさせ

ていただきます。  

 １２番につきましては、「図書館の不用図書を譲り受ける等、図書の充実を図るととも

に、近接図書館との差別化等を実施することにより」という表現が、不用図書を譲り受け

た上で差別化を図るというのは、矛盾しているのではないかというご指摘でございました。

文言自体はコミュニティセンターのひな型から変更することはできないということでした

が、句読点の位置を変更させていただいて、図書館の不用図書を譲り受けることにより、

図書の充実を図ること、また、近接図書館との差別化等を実施することにより、利用者ニ

ーズに応じた運営に努めることということが分かりやすくなるような表記にさせていただ

きます。 

 １３番のコミュニティまつりの表記につきましては、分かりづらいということでござい
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ましたので、記載のとおり変更させていただいております。  

 １４番については、新型コロナウイルスに関連し、「新しい生活様式の実践例」を参考

にしてくださいとあったのですが、その資料の添付がございませんでしたので、こちら参

考資料一覧の中に加えてお示しさせていただくよう考えております。 

 皆様にも、こちらの回答にＡ４判の紙で１枚つけさせていただいております。こちらが

「新しい生活様式の実践例」となります。  

 １５番になります。こちら、避難所運営委員会による避難所の開設は、震度６弱以上の

地震となっているが、表記が災害時と一括りにされていることに対して、別々に記載する

べきではないかというご指摘でございました。  

 避難所開設運営マニュアルにおける避難所の開設条件は、６弱以上の地震が発生した場

合はすべての避難所で開設準備を行うとなっており、避難所運営委員会は自動的に避難所

に参集するようになっております。  

 その他、災害発生のおそれがある場合は市長が避難所の開設が必要と判断した場合に開

設となるということになっており、避難所運営委員会の参集が必要なときには、区災害対

策本部からご連絡を差し上げる形となっております。  

 また、令和２年４月１日に施行された千葉市地域防災計画においても、災害の種別によ

らず「避難所運営委員会が避難所を開設すべきと判断した場合は、区災害対策本部に開設

を要請できるものとする」と変更があるため、災害時という表記でまとめて記載している

ものとなります。 

 １６番につきましては、記載のとおり「建築物及び敷地内」を「管理区域内」と変更さ

せていただきます。  

 １７番におきましても、「一般諸室」という表記だと体育館等が含まれませんでしたが、

本来は含まれるものでしたので、「管理区域全域」とするという表記に変えさせていただ

きます。 

 また、１８番におきましても、もともと「開館時間外においても、施設利用者以外の者

が駐車場及び駐輪場を利用することがないよう」という表記ですが、記載のとおり「駐車

場及び駐輪場を利用されることがないよう」という表記にいたしまして、「施設利用者以

外の者が」という表現を削除しております。  

 次のページになります。１９番、こちらも記載のとおり、分かりづらい表記になってい

た部分を右の回答欄にあるように修正をさせていただいております。  

 ２０番につきまして、「事故、障害記録５年」及び「施設及び設備の設置に起因する損

害又は障害に対する賠償については」という表記の部分で、この障害という字が差し障る

という字ではなく、傷という字ではないかということでご指摘いただきました。それに対

しては、一つ目の「事故、障害記録５年」で想定する障害とは、施設及び設備に生じる不

具合等となるため、記載のとおりとさせていただきます。  

 「施設及び設備の設置に起因する損害又は障害に対する賠償については」では、ご指摘

のとおり傷のほうの傷害の誤りでございましたが、傷害も損害に含まれるため、「損害又

は障害」という表記から、「損害」という言葉で表記するように変更をさせていただきま

す。 

 ２１番、こちらにつきましては、記載のとおりとなっております。  



 

 ―１６― 

 ２２番です。こちらもちょっと表現が分かりづらく、「他の公共、民間施設等と連絡調

整会議等を開催する場合には、出席を求めることがある」という文言において、誰が誰に

出席を求めるのかはっきりさせたほうがよいというご指摘でございました。本来、市以外

にもこのような会議等を開催する場合がございますので、誰かという部分は明記せず、

「他の公共、民間施設等と連絡調整会議等を開催する場合には、指定管理者の出席を求め

ることがある」という表記に変更させていただきます。  

 ２３番については、記載のとおりとなっております。  

 ２４番、こちらから「基本協定書（案）」に関するご指摘になります。  

 ２４番については、やはり文言の統一に関する件ですので、「募集要項」や「管理運営

の基準」と同様に今後、見直していきたいと考えております。  

 ２５番、こちらについては記載のとおりです。  

 ２６番については、避難所運営委員会の「委」がもれてしまいました。申し訳ございま

せんでした。こちらは避難所運営委員会と修正させていただきます。  

 ２７番についても、記載のとおりとなっております。  

 ２８番から「選定基準（案）」に関するご指摘となります。こちら「最優秀提案」とい

う文言が１ページから使われている中、最終的に指定管理予定候補者を選定評価委員会で

選定するというような流れになっているので、このあたり文言を統一したほうがよろしい

というご指摘がございました。審査の概要に「指定管理予定候補者、第２順位、第３順位

の応募者を選定する」というふうにはっきりと選定評価委員会の役割として、指定管理予

定候補者を選定していただくということを明記させていただいた上、（３）におきまして

は、選定評価委員会の選定結果を踏まえという形に修正させていただきます。  

 ２９番につきましては、先ほど２番でご回答させていただいたとおり、「供給」を「提

供」に変更させていただいています。  

 あわせて資料の修正ですが、今申し上げました回答の中で修正すると申し上げたものに

ついては、すべて修正をさせていただきます。委員からの事前質問に対する回答になかっ

た修正の部分のみご報告をさせていただきます。１番、選定の手順の表中のところに

「（予定）」を入れさせていただいています。指定議案の提出については、もともと１２

月と書かせていただいていたのを１１月の予定というふうに変更させていただいておりま

す。 

 ちょっと下のほうになりまして、６番ですね。指定管理者制度導入に関する市の考え、

こちらは、先ほど説明の中でもご説明させていただいていたのですが、施設稼働率、今回

は加重平均を採用させていただくということで、数値目標の下に加重平均についてどのよ

うに算出するかという計算式を追記させていただいています。 

 ７番につきましては、新型コロナウイルス感染症等の影響により、完納証明が出ない場

合があるということで、「猶予制度の適用を受けている場合はこの限りではない」となっ

ております。 

 次に、めくっていただきまして、３ページ目、２２番になります。「指定申請書類」の

案、こちらについても、先ほどの完納証明に代わるものということで、新型コロナウイル

ス等に対応した内容が記載されております。最後に５ページ目、３１番のところです、先

ほど申し上げたとおり、「選定基準（案）」と同様に、施設稼働率の加重平均の出し方の
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計算式を追記いたします。 

 また、３２番、こちら、もともと参考資料としてつけさせていただいておりました蘇我

コミュニティセンターの管理区域におきまして、お配りしたものに一部誤りがございまし

たので、変更させていただいております。その変更後のものにつきましては、資料修正の

後ろにつけさせていただいているＡ４の資料となります。 

 以上です。 

○石井地域づくり支援室長  部会長、事務局からの説明は以上になりますので、ご審議

のほど、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す。 

 ただいま事務局よりご説明をいただきましたが、募集条件、あるいは選定基準等に関し

て、ご質問も含めてご意見ございますでしょうか。 

 武井委員。 

○武井委員  先ほどの質問事項に対する回答という中で、ちょっと、どうしてかなと思

うようなもの、６番と９番と１５番があるのですけれども、先に分かりやすいところで、

９番の優先予約の団体の話から。使用申込みの一般受付は２月前から、優先団体は３月前

からと決められているのに、実態は一般受付では使用月の２月前の１から１０日を抽選期

間として、優先申込みを受付けてもらえないとの問題があると指摘したら、今回は実態に

そったものに変更された。この１日から１０日までの抽選申込期間中は、何で優先申込み

を受け付けないことにしてしまったのですか。 

○地域づくり支援室職員  これは、特に運用を変えたわけではなく、「管理運営の基準

（案）」の４ページにあります「（ア）諸室の使用申請の受付等」の「a  諸室の抽選申

込受付」の期間として、諸室を使用しようとする者の抽選申込みを、使用しようとする月

の属する月の２月前の１日から１０日まで受け付けることとなっており、優先的受付団体

さんもこちらのルールに則っていただくということだったので。 

○武井委員  ちょっと言っている意味が分からないけど。 

 要は、今回のものだと、優先なんて基本的にあまり出てこないのですよ。今回のルール

だったら、一般受付で平均２．５か月前に決まるのですよ。それで、特に月の後半のほう

だったら、優先団体と同じになってしまうのですよ。何でこんなふうにするのですか。 

 むしろ、今迄どおり１日から１０日でも優先受付をすればよいのに。若干そこの部分も

あったので、その辺りを、運用上変なことをやっていて、何でこんなことをやっているの

だという内容を言ったら、逆に、何でこんなことをやっているというのを正当化して認め

て、こういうふうにやりますと言うのには、反対なのだけど。 

○地域づくり支援室職員  現在、２か月前になりますと、一般の申込み受付というのが

始まって、皆さん、そこで。 

○武井委員  ではない、使用月の２か月前なのでしょ。だから、例えば１０月に使おう

と思ったら、例えば１０月３０日に使うことを考えたと。そうしたら、その２か月前だか

ら、８月１日から受付けになりますね。そうすると、８、９、１０と３か月も押さえられ

ることになるのですよ。そうしたら、優先なんか３か月前だから、ないではないですか。 

○地域づくり支援室職員  そこの３か月前というのに、結局、今のお話ですと、８月で

はなく７月１日からであれば。 
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○武井委員  だからね、１０月３０日に使う申込みをしたいと思ったら、使用するとき

に優先すると３か月。いつですか。 

○伊藤委員  月が基準になるのですか。 

○地域づくり支援室職員  ７月１日から７月末までであれば、優先的に申込みを受けら

れるけれども、８月１日以降になると、一般の抽選が始まるため、そちらとの兼ね合いも

あるため、７月中に申し込んでいただきたいというお話です。 

○武井委員  また、そこも全然、話が合わない。 

 ３か月前にと言っているのは、１０月３０日に使おうと思ったら、優先的に使えるのは

いつからなのですかと聞いているのだよ。もう、そうしたら同じになるのよ。でも、全然

優先にもならないではないですか。 

 だから、ここの１から１０までを認めないような、この部分については削除してくださ

いよというつもりで、こんなおかしなことをやっているよという話を指摘したのにね、逆

にそれをこのルールに入れろというのは、何を考えているのですかという。 

○地域づくり支援室職員  他のコミュニティセンターとかも、どのように運営されてい

るかということについて確認させていただいたところ、やはり、その抽選申込みが始まっ

た後については、優先予約というのは受けていないということだったのですね。 

○伊藤委員  それはそうだと思いますよね。抽選されてしまっているのに。 

○武井委員  抽選するのは１０日なの。 

○伊藤委員  はい。１０日。 

○武井委員  １０日までの１日から１０日の間の分をどうするのですかというふうな。 

○地域づくり支援室職員  その間、要は、優先予約の入っていない枠について、一般の

方向けにこの日が空いていますよいう形でシステム上、お見せして、空いているところに

一般の方が申し込んでいただくのですけれども、例えば、その１日から１０日の間に優先

的団体さんがそこに入ってしまいますと、一般で申し込まれた方というのが、システム上、

空いていると出ていたにもかかわらず、そこが全く使えなくなってしまうという。 

○伊藤委員  でも、３か月前に優先的にそこを使用する、できるということで、そこが

押さえられたとしたら、そこは一般の方には、そこは空いていますという表記はしないの

ではないですか。もうそこは優先団体、そう言っていいかどうか分からないですけど、そ

の日は駄目ですということになるのではないかと。 

○吉田委員  すみません。ちょっと話が分かりづらいです。ホワイトボードを使って、

書いてもらっていいですか。お話の内容が、認識しづらく。 

○伊藤委員  いや、私も実は質問したのは、ここにあるので、３か月前から使用手続を

可能とする団体は、町内自治会の団体で、７月６日だったのですけど、９月末に定例会を

開くのに申し込んだら、とにかくそこを使うというのは、入れはするけれども、その前に

抽選がありますから、確実に使えるかどうか分かりませんよということを言われた。それ

はおかしいのではないか、こういうようなことが優先。 

○吉田委員  いいですか。ちょっと、何か難しいですよね。みんな同じ認識をしたほう

が。 

○伊藤委員  そう。たまたま、２人ともそこの場所にいたものですから。 

○吉田委員  ちょっと問題の共有をお願いします。 
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○武井委員  要は、優先受付で一番分かりやすくて、１０月３１日に使用したいと。こ

ういう要望があって、これが優先団体だとしますよね。優先でこういうふうに、本当なら

入って、この申込みを３か月前ということですよね。ということは、１０月３１日だから、

９月３０日で１か月で、８月は３１日までですよね。そうすると、７月３１日だったとし

たら、このときに、この３か月優先しますよという話は、３か月ですよというのは、優先

がきき始めるのはいつからなのですかという話をしている。 

○吉田委員  押さえられるのが。 

○武井委員  このときに使いたいのですよと言ったら、いつなのですか。 

○地域づくり支援室職員  ７月１日からです。 

○武井委員  ７月１日からが優先なのですか。７月１日からだったら、７月１日から１

０月３１日だったら、３か月ではないですよ。 

○伊藤委員  この３月前。 

○武井委員  ３か月前ってそこに書いているから、そう言っているのですよ。 

○横山部会長  すみません。起算点の問題ですよね。要するにその日からなのか、その

日が属する月として。 

○伊藤委員  大体、普通は使用する日から３か月前。 

○吉田委員  ７月１日なのか、７月３１日なのかがすごい不明瞭ということですね。 

○武井委員  もう一つ言うと、こちらの一般に申し込むときはどうするのですかといっ

たら、この日に使おうと思ったら、２か月前のと言うから、８月１日から１０日までは。 

○吉田委員  は、通常の方の。 

○武井委員  通常のものになってしまうのですね。 

○吉田委員  ７月３１日だと１日しか優先日がないということですね。 

○武井委員  そう。だから、３月前だったら、７月３１日で１日しかないではないです

か。もし１か月というならね。 

○吉田委員  すごい分かりづらいですね。 

○武井委員  これは幾ら何でもおかしいのではないのといって。 

 それで、この１日から１０日という間のこれは、１日から１０日というのを別にこの期

間に入ったっていいではないですか。優先で何で取れないのですかと。普通に読めば、今

までどおりだったらそうだったはずなのに、これも、いきなり使えないよと言い出したか

ら、それはおかしいのではないのという話を今。 

○吉田委員  ８月１１日に抽選するのだから、１０日までは優先権があるのではないの

ですかというお話。 

○武井委員  そうです。 

○吉田委員  確かに属する日の月なのか、３か月前なのかというのは大きな問題ですね。 

○横山部会長  これは定義付けをすればいいだけの話ですよね。 

○吉田委員  実際、運用上はどうされているのですか。 

○地域づくり支援室職員  我々のほうとしては、３月前とは日付ではなくて月で捉えて

いたところがあったので、７月１日から７月３１日までは優先的に使えますよと。ただ、

８月１日から１０日になると、先ほど申し上げたとおり、一般の方向けの抽選として、こ

こが空いていますよと枠をお示しした上で抽選の申込みが始まるため、そこに優先予約が
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入ってきてしまって、そこに応募された方がいらっしゃった場合は、そこの方というのは

空いている枠として示されたものが急に使えなくなってしまったというのが出てきてしま

うので、今回、そこを分かりやすく記載しようかなと思いまして。他のコミュニティセン

ターも、現蘇我コミもそういう認識でいたので、そこをちょっと分かりやすく書かせてい

ただこうかなという。 

 ただ、この３月前というのが、確かに日付で３か月前、９０日前のことなのか、その属

する月よりも３か月前なのかという部分については、確かにこれでは分かりづらいと思い

ますので、今後、併せて確認をさせていただいて修正をさせていただこうかと思います。

運用については、優先的団体さんも抽選申込受付が始まったときから、抽選予約の団体と

同様に諸室を利用しようとする者は抽選申込みをという部分に含まれるというふうに考え

ていたところです。 

○武井委員  実際にどういう運用をしてやっていくかというときに、前のままの基準の

ところで、絶対に１日から１０日は優先予約がないですというのは読み取れないのですよ。

今まで活きていた基準で。にもかかわらず、それを実際にやっているのですよね。で、そ

れは問題ですよと指摘したら、逆にそれを１日から１０日まで駄目ですよと言ったら、余

計おかしな話になるでしょ。今、実際の運用を、そういうことも知らなかったと思うし、

実態で、例えば一つの例で言うと、今、こういう中で、コミュニティ懇談会を７月にやろ

うということで、特にコロナの話や何か、それの話をしてもらおうと市長を呼んだわけで

すよ。呼んで、いつにしようかという話で、今、９月ぐらいに頼んでいたら、いや、もう

やるなら７月か８月のほうがいいよといって、それを取ろうと思ったら、全部ふさがって

いるのですよ。何でふさがっているかといったら、この一番大きい部屋で、使っているわ

けがないような部屋でも、ダンスのサークルが土日、全部押さえてしまっているのですよ、

先に。 

 大体これ、今使えないのは分かっているのに、運用上、変なことをみんなやっているの

ですよ。それで、使えないといって、たまたま７月２６日が午前中だけ空いていますとい

うのが分かったから、そこで市長と話したら、たまたま、ではいいですよと言ってくれた

からいいけどね。そうではなかったらやれないのですよ。 

 ダンスなんてやれないのは分かっていても、それでも先に予約だけ取ってしまっている

って、そんなような状況になっているのですよ。そんなこと知らないでしょう。 

 もう、今ね、変な運用を実にやっているのです、これ。だから、曖昧なところなんかを

はっきりしなさいという話と併せて、あまりにも今、利用者のほうで何かいろいろ言う人

がいるのかもしれないけど、変なふうに行き過ぎているのですよ。 

○地域づくり支援室職員  今の武井委員のお話ですと、まず、優先的に受付ができる団

体さんについては、日付から９０日前ではなく、その属する月よりも前の３か月という部

分と、一般の方の抽選申込みの受付が始まる１日から１０日までを含めて、優先的に予約

を取られていたというご意見ですよね。 

○武井委員  もちろんそうだけど、今の一つの例でも言ったように、ダンスパーティー

なんか使えないのを分かっていても、それがやれるようになったら、すぐやれるようにと

先にこの枠で、２か月前から取ってしまうわけですよ。取ってしまってずっとやっておい

て、では、そのほかの使える用途でやろうかと思っても使えないような、そんな運用をし



 

 ―２１― 

ているのですよと今言っている。 

○吉田委員  今利用制限があるサークルについても、予約だけは受けられる状況になっ

ているというのは、ルール上、問題ないのですか。 

○地域づくり支援室職員  ２か月前では、利用目的制限自体がいつ解除になるかどうか

も分からず、今も申込みのあった団体さんに個々に電話をさせていただいて、申込みが入

っているけれども、やはり、利用目的制限があるので使えませんというのを数日前に個々

に電話を入れさせていただいているような事態になっておりまして。 

○吉田委員  数日前のキャンセルなので、あらかじめは出ていないと。 

○横山部会長  では、運用上、疑義のない形で定義付けしていただければ解決する問題

だと思いますので、ここはちょっと、運用と実情を議論する場ではないと思いますので、

議事を進めたいと思います。 

 では次の質問等、あればどうぞ。 

○武井委員  だから、ここは、１日から使えないというのはやめてもらいたいという話

です。 

○横山部会長  ですから、定義付けをきちんとすれば解決しますよね。それはご意見と

して。 

○武井委員  それから、次の避難所運営委員会、１５番の話ね。あんまりよく分からな

いのだけど、これきちんと防災対策課なんかとも話をしていますか、これ。 

○地域づくり支援室職員  こちらは、くらし安心室とお話をさせていただいて、避難所

開設・運営マニュアルのほうに記載のあった内容を転記させていただいています。 

○武井委員  今、各避難所運営委員会で作成しているマニュアルでも、やるのは、あく

までも地震の、地震起因の津波もあるけど、そのときだけですよ、これ、開いてください

となっているのは。ここ、蘇我コミュニティセンターのマニュアルを見ていますか、避難

所運営委員会。災害の中でも、地震のときには避難所運営委員会をつくってやってくださ

いと、市のほうでも各避難所にみんな声をかけて避難所運営委員会をつくっているわけで

すよ。だけど、それは、あくまでも地震なのですよと。 

 それで、風水害の場合については誰が開くのですかといったら、それは、あくまでも施

設管理者と行政の担当者だけです。それでやりなさいという話になっているのですよ。だ

から、それに基づいて全部つくっているのに、それを一緒くたにしてしまうのはおかしい

でしょと言っているの。 

○地域づくり支援室職員  避難所開設・運営マニュアル上に、「その他災害発生のおそ

れがある場合は」というふうに書かせていただいた内容があって、そこをそのまま記載さ

せていただいています。この内容については、市民総務課、業務改革推進課でも確認をさ

せていただいているところなのですが。 

○武井委員  まあ、それでは、これをもう一度、防災対策課なり、危機管理監なりに話

しても、こんな話だったら、今ある各避難所のマニュアルを全部変えなければいけないで

はないですか、という話になるのでね。こんなことはあり得ない話だと思います。 

○地域づくり支援室職員  また、地域防災計画のところにも、今までなかった文言とし

て、今年の４月から開設すべきと避難所運営委員会が判断した場合には開設。今までは市

側の、区の対策本部のほうから、地震以外のときには、必要があればお願いするという形
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だったものから、避難所運営委員会側から、もし要望があれば言っていただけるというこ

とに。 

○武井委員  そこをそうだとして、避難所運営委員会がやると言えばそうだけど、それ

だったら、さっきのこの文章は違うではないですか。 

○横山部会長  ちょっと武井委員、教えていただきたいのですけど、今の現状だと、何

か特定の災害には対応できないような弊害があるという、そういう問題意識ですかね。 

○武井委員  いや、ここの書き方が、１２ページのところのｂの（ｂ）ですよ。（ｂ）

の２行目のところに、「避難所の管理運営にあたる避難所運営委員会とともに速やかに開

設する」というのが、これが一つですよね。 

○横山部会長  これ、主体は「指定管理者」ということで、市のほうから。 

○武井委員  要請があった場合ね。 

○横山部会長  指示を受けた場合ということですね。 

○武井委員  要請があった場合、これですよと言ってしまうと、これだとすべて。今、

市のほうからは、指定管理者なり、市の施設管理者に対しては、風水害の場合でも、ある

いは、帰宅困難者が起こったときでも、ここに開けたら開いてくださいというのは、施設

管理者には行くわけですね。行くけれども、そのときに、では、その場合の避難所の管理

運営に当たる避難所運営委員会とともにこうしなさいと書いてあるけど、これは避難所運

営委員会が管理に当たるのは、地震のときの場合だけですよと。 

○横山部会長  だから所掌事務が限定されているということですね。 

○武井委員  そうです。にもかかわらず、こう書かれてしまうとすべての話になるので

しょと。 

○横山部会長  理屈上ではあり得るのですよね。ただ、避難所運営委員会が。 

○武井委員  今現在もしょっちゅう、ここの風水害のときなんかも開いたのだけど、そ

れは、あくまでも行政と施設管理者だけでやっているのですよね。 

○横山部会長  だから、所掌事務でないことについては声をかけないということですね。 

○武井委員  そうです。 

○横山部会長  まあ、声をかける、かけないということは、指定管理者の判断ですね。 

○武井委員  それから、その下の文章もちょっと引っかかるのだけど、いずれにしろ、

そこの問題ですね。 

○横山部会長  要するに、避難所運営委員会側の設置要綱と整合しない部分があるとい

うことですね。 

○武井委員  そうです。 

○横山部会長  それの整合を図ってほしいと。ついては、ご検討いただいて、また善処

いただければと思いますけれども。その実態をご存じないではないかというご指摘が。 

○伊藤委員  実態の組織は２つあるのです。３．１１、東日本大震災があった後につく

られた、地域運営委員会の中でつくられたその避難所運営委員会というのが、この蘇我中

学校区には１０か所あるので、つくったのですね。それは震度６弱の地震が起きて倒壊し

たということで、避難訓練をするわけですけれども。 

○横山部会長  地震に限定してですね。 

○伊藤委員  そのほかの災害、雨が降った、風が吹いたということで災害が起きたとき
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には、これは行政から流れて、それが避難所運営委員会という名前を使っているかどうか

ではなかったのですね。コミュニティセンター自体で、行政のほうから伝達されて、テレ

ビに字幕が出るではないですか。コミュニティセンター、公民館、何とか小学校・中学校

で施設を開設しましたということ。そういうことと、その震度６度弱の地震で起きた災害

のときの避難所運営委員会というと、組織が別だということなのですね。それが分かって。 

○武井委員  簡単に言えば、災害が起こるでしょう。地震の場合には、千葉市全域にあ

る避難所、一応、避難所と決めたところは全部聞くのですよ。だけど、風水害の場合には

やらないのですよ。で、どこどこだけやりますよとか、ここは必要だと思うから行政と施

設管理者で開きますよなのですよ、今。にもかかわらず、こういうふうに書かれてしまう

と、常に避難所運営委員会が動いてやらなければいけないような感じだけど、避難所運営

委員会はそういうものではないですね。 

○伊藤委員  難しいですね。役員でも分からない質問ですね。 

○吉田委員  でも、以前からもずっとご指摘されていますものね。地震に関してのもの

であって、避難所自体は市が適宜適切に開設するものの、地震になると全域に影響が及ぶ

ので、そういった委員会をつくられていて、そことの協力が必要になってくるという理解

ですね。 

○横山部会長  設置基準に照らして、この書き方はおかしいということであれば、例え

ば関係機関とともにというようなことで、また抽象化して対応すればいいのではないので

すかね。そういうご指摘が、ちょっと事実誤認的なご指摘がありますので、そこはちょっ

と、事務局のほうでもう一度検討していただければと思います。 

 すみません。時間の関係もあるので。 

○武井委員  それでは、６番のところのこれ、こういう実績だから、何で１０％にした

のですか。むしろ、これだったら３％ぐらいにするのが普通なのではないのですか。 

○横山部会長  ちょっと事務局の回答の前に。類似施設でも、利益還元されているとこ

ろもあるのですね。 

○吉田委員  こちらもそうですよね。年度評価で利益還元して。 

○横山部会長  ええ。ですから、できない目標値ではないし、逆に達成できないところ

もあって、多分に指定管理者も、あれですかね、経営センスの問題ではないかなとも思う

のですけどね。 

○武井委員  いや、それよりは、何でトータル金額のその１０％というのを出してきた

のですか。 

○横山部会長  １０という数字がということですよね。 

○武井委員  そうです。ここに、わざわざその例が書いてあるけど、その例から見たら、

むしろ３％のほうが普通なのではないの。 

○吉田委員  私も市民・文化部会で同じような質問をさせていただいて、ちょっと高過

ぎるのではないかというお話をしたときも、やはり同じ回答をいただいたのですね。 

○武井委員  いや、でも、この回答で何で１０％なのですかという質問なのですよ。こ

こに書いてあるような、この２．６％と、９．８％。 

○横山部会長  丸めて３から１０ということですよね、その範囲ということで。 

 おかしいというご意見ですね。もうちょっと下げるべきであると。 
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○吉田委員  １０％は高過ぎるのではないかという。その１０％自体よりも。 

○武井委員  逆に言って、それではこの１０％を超えた例ってあるのですかね。 

○吉田委員  超えていますよね、この施設。年度評価シートでいつも利益還元されてい

るので、蘇我コミュニティは。 

○武井委員  これは利益還元しても、たまたまその指定管理者のほうでそういう提案を

してやることにしているけど、だけど、この基準で言ったら、１０％を超えるようなケー

スというのは、よそでもいいですけど起こったこと、まあ、少なくとも蘇我は全然起こっ

ていないですよね。もう大体３％まで行っていないぐらい。ほかでも起こったことはある

のですかね。 

○横山部会長  ですから、ほかの類似施設でも利益還元している団体はありますので。

そこはあります。 

○武井委員  いや、超えたことはあるのですか。 

○横山部会長  超えたことはありますよ。 

○武井委員  １０％を超えたことって、本当にあるのですか。あり得ないと思う。今の

やり方でやっていたら。 

○吉田委員  いや、蘇我コミュニティは継続して超えていますよね。 

○武井委員  蘇我コミは、大体２．何％なのですよ。 

○吉田委員  利益の還元でいつも計算式出てきていますよね。 

○武井委員  でも、それは、そういうふうに出た分のこれ、５分の１か何かを渡します

というふうにした向こうの提案なのですよ。 

○吉田委員  そうなのですか。 

○地域づくり支援室職員  蘇我コミについてはそうです。 

○横山部会長  ですから、申し上げたように、この指定管理者の場合、できるだけでき

るように。 

○武井委員  そう、そうやっているわけですよね。 

○横山部会長  するかしないかというのは、その管理者側のポリシーがありますよね。 

○武井委員  それを言っているのではないのです。この基準を何で。 

○横山部会長  だから、３から１０の枠の中で、なぜ１０に定めたか。逆に私なんかが

言えば、３から１０の間はどこを取るかは市の裁量だと思っていますけれども。 

○吉田委員  意見として、ちょっと高過ぎるのではないかというのは、出していってい

いのかなと思います。 

○横山部会長  はい。吉田委員も、もうちょっと下げるべきだという意見ですね。 

○吉田委員  そうですね。そもそも成果指標を達成していないのに、収入もそれほど増

えていないのに、支出を抑えて、利益が指定管理者側に残っている。そもそも計画時点で

は、収入と支出ってほぼ同額を予定されていますので、成果指標を達成されているのであ

れば、当然、経営努力として指定管理者が受けてもいいとは思っています。スポーツ施設

のほうは、そもそも今、新しい目標も高過ぎるのではないかというお話もさせていただこ

うとは思っているのですが、そういった成果指標を達成しなくても、支出を抑えることに

よって、指定管理料をかなりプールできるという状況は、あまりよくないのではないかと

認識していますね。 
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○横山部会長  これは自主事業に限っての話ですから、実際に幾らでもやろうと思えば

できるのですよね。収入を増やす、要するにユーザーに対する使用料を高く設定すれば、

収入は増えるわけですし、支出も幾らでも抑えようがありますから、そうすると、収支の

プラスが出て還元できると。 

 ご意見として出たということで。 

 取りあえず、武井委員、よろしいでしょうか。ほかの委員さんもちょっと、ご意見をい

ただきたいと思いまして。 

 どうぞ、関委員。 

○関委員  こちらの回答書の１番のところなのですけれども、管理運営の文言の使い方

が統一されていないと。誤解や混乱が生じるとは考えにくいということで変更しないとい

うことなのですが、ちょっとよく見ると誤解を生じるなというところがあるので、私とし

ては、管理運営という言葉で統一したほうがいいのではないかなと思います。 

 「募集要項（案）」の８ページをご覧いただきますと、５の「指定管理者が行う業務の

範囲」とあって、業務の範囲が「両施設の管理」という言葉で言っています。詳細は「管

理運営の基準」を参照してくださいと。「管理運営の基準」はこの下にも書いてあるので

すけれども、この「管理運営の基準」では、管理と運営という言葉を明確に定義して分け

て使っているのですね。 

 運営というのは、組織を動かして機能させるということなのですけれども、これはアで

すね。「施設運営業務」、これを定義しています。 

 管理というのは、辞書で引くと事務処理と設備の保存・維持となっていて、後者の設備

の保存・維持のところは「イ 施設維持管理業務」、ここで定義しています。前者の事務

処理については、「ウ 経営管理業務」、これは事務処理に当たると思うのですけれども、

要は、管理の定義どおりにイとウで管理を定義していて、運営のほうは「ア」で定義して

いると。 

 翻って、本文のところで、管理だけで、両施設の管理をしてくださいという定義ですと、

このア、イ、ウの中では、イとウしか充当しないというふうに読み取れる。要は誤解を招

くおそれがあるのではないかということなので、これは両施設の管理運営としますと。で、

詳細は「管理運営の基準」を参照としてくださいというのは正しい使い方ではないかと。 

 これを鑑みてみると、すべてだから管理だけというわけではないので、管理運営をしっ

かりやっていただくという意味では、管理運営というふうに全部統一したほうが誤解を招

かないという使い方ではないかなと思うのですけど、いかがでしょうか。 

○横山部会長  管理運営に変えれば、すべて大丈夫と。精査されましたか。 

○関委員  いや、ここ。 

○横山部会長  ここの局面だとそうだということですよね。 

○武井委員  それね、よく見ると、あちこちおかしいのですよね。すごい、何かそのと

きの気分で使っているのかなと思うぐらい、いろいろ使われているから。 

○横山部会長  ただ、これ厳密化すると、本当、またすごい作業になると思うので。要

するに、問題ないという回答があったけど問題があるから、再度、ちょっと検討していた

だきたいという。市全体の問題にもなりますよね。 

○地域づくり支援室職員  そうですね。既に委員会が終わっている施設も多々ある中、



 

 ―２６― 

また、それをすべて修正するという時間があまりないというというのもあり、ほかの施設

との整合性という部分で、今回はちょっとこのまま、前回の募集の際も、逆にこのような

形でかけさせていただいていて、その際は、そのまま、特にそれについての問題が発生し

なかったということもあるので、次回の選定に向けては、直していくという方向性で整理

をさせていただければと。 

○関委員  私が申し上げたこの部分については、恐らく誤解を招くというのはご理解い

ただけますか。 

○地域づくり支援室職員  市民局全体がこれでいっているので、今ご指摘いただいた８

ページの５番の部分ですね。こちらの両施設の管理の部分を管理運営に、こちらを変更す

るということについては提案させていただいて、了解が得られれば、こちらを管理運営と

いう形に直させていただきます。 

○関委員  直す直さないは市の判断だと思いますけれども、ご検討いただければという

ことなので、もう決まってしまったから変えられませんよというのであれば、この会を開

催する意味がありませんので、ご検討いただければと思います。 

○吉田委員  地方自治法では、管理、指定管理者という形になっているので、なかなか

そこの文言も難しい部分はあるのかなと。 

○横山「委員  あと、ご指摘いただいたその不具合の部分は、運用でカバーしていただ

くしかないですよね。仮に指定管理者の側が、ここはだから、定義上、対応しないという

か、そんなことを言ったときに、市でよく協議していただいて、きちんと事務が全うでき

るようにしていただくということで、よろしいでしょうか。 

○関委員  はい。 

○横山部会長  ほか、ご指摘ございますでしょうか、ご意見等。 

○横山部会長  ちょっと私から幾つかお尋ねします。ちょっと総論的なことで伺います

けれども、「募集要項」の４ページ、管理対象施設の概要ということで、今回、この千葉

市のハーモニープラザ設置管理条例を挙げて、社会福祉の増進であるとか、男女共同参画

社会の形成等についても設置目的と掲げていますけれども、これは当該施設の特殊性に鑑

みてという、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○地域づくり支援室職員  そうですね。 

○横山部会長  この特殊性というのは、蘇我の本館についても当てはまる話なのですか。 

○地域づくり支援室職員  このハーモニープラザ設置管理条例については、蘇我コミュ

ニティセンター本館については影響がないです。 

○横山部会長  影響がないというか、方向性としてこういう、書いてあるからね、社会

福祉の増進とかはよいことなので、そこも含めて、蘇我でも、そういうことも考えてちょ

うだいと、そういう方向性なのでしょうかね。 

○地域づくり支援室職員  ハーモニープラザ自体に、現在、社会福祉関係の団体さんで

すとか、男女共同参画センターが残っているという部分で、もともと条例にコミュニティ

活動というのは入っていなかったのですけれども、コミュニティセンターハーモニープラ

ザ分館が新たにできたことで、ハーモニープラザ設置管理条例の中にコミュニティ活動と

いうのが加わったような形で条例を変更しております。なので、このコミュニティセンタ

ーというものについては、上にあるコミュニティセンター設置管理条例にあります、コミ
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ュニティ活動のための施設という形で、設置の目的というのは置かせて。 

○横山部会長  形式のほうなのですけど、一括管理、一括指定するわけですよね。です

から、有機的に結びつかなければ一括の意味がないわけですから、逆にこういう趣旨も含

めたほうがよいのではないかと思うのですね。意見となるかもしれませんけれども。 

○吉田委員  ビジョンやミッションに、そういった部分を追加していくようなイメージ

ですか。 

○横山部会長  具体的に記載するかどうかは別として、そういう方向性で考えられる、

何か指定管理者をちょっと重視したほうがいいのではないかなと。 

○武井委員  これはもう条例で決めていますから、しようがないのですよね。条例のほ

うを直さなきゃいけない。 

○横山部会長  そうですね。ただ、社会福祉の増進とか、要するにお荷物的な話ではな

いですよね。当該施設にあるから仕方ないからやるというような話でもないと思いますの

で、積極的に。こういう目的も同時に掲げられたのであれば、そこも含めてミッションと

して考えていくべきだとは思うのですけどね。 

 ちょっと、更に確認なのですけれども、今回、「募集要項」８ページなどで、数値目標

として、施設の稼働率について、加重平均採用と書いてありますけれども、これは当該施

設、あるいは中央区としてのお考えなのですか。それとも全市でこういうことをお考えな

のですかね。 

○地域づくり支援室職員  こちらの加重平均につきましては、施設の中の諸室の部屋の

広さ等に大きな差がある場合には。 

○横山部会長  そうではなくて、だから、当該施設、あるいは中央区だけのこういう目

標の採用の仕方をしたのか、全市的にこれで統一したのか。 

○地域づくり支援室職員  全市的に言えば、どちらでも構わないで、部会等で出た意見

の中で設定していってくださいということで、今回、我々が採用させていただいたのは、

これまでも加重平均については採用するべきだというご意見をいただいていたので、加重

平均を採用したというような。 

○横山部会長  分かりました。別に結論に異論があるわけではないのです。 

 あと、ちょっとお願い的なことなのですけれども、まあ意見ですが、「募集要項」の４

ページ、「地域の特性」について記載がありますけれども、この地域性というのは十分に

応募者側に周知していただきたいのですね。本来、自分でリサーチすべき話なのかもしれ

ませんけれども、何かあまりとんちんかんな話とか、抽象的な話をされてしまうと、せっ

かく手間暇かけて応募していただいたので、もったいないような気がしますので。 

 更に言えば、ちょっと飛びますけど、「管理運営の基準」の２０ページですね。駐車場

管理のこと、ご覧いただかなくてもいいですけど。やっぱり、蘇我の実情とかをきちんと、

こういう、一般論的な話だけではなくて、もうちょっとこういう問題で困っている、こう

いう問題に対応してほしいという何か実情まで、事務局のほうから応募者に対して示して

いただけると、より充実した提案が出てくるんではないかなと思います。意見です。 

○地域づくり支援室職員  業者向けに現地説明会を行いますので、現場を見ていただき

ながら、その辺りのご意見いただいたものについてはお伝えさせていただければと思いま

す。 
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○横山部会長  先ほど申し上げた、その地域性なんかについても、例えば人口分布だと

か、人口構成、地域のそういうものって、もう市のほうで統計があると思いますので、そ

ういうものを示していただいたほうが、申し上げたように、充実した提案がなされるので

はないかなと思います。前回、何か聞いていて、ちょっと、とんちんかんなことをおっし

ゃった応募者もいましたので。お願いです。 

 吉田委員。 

○吉田委員  「募集要項」の８ページに、先ほどちょっとお話しさせてもいただきまし

たが、スポーツ施設の目標ですよね。数値目標が３万９千人以上という形になっているの

ですが、総合評価を見ていくと、直近はコロナの影響があるにしても、それ以前につきま

しても、平成３０年度が一番近づいた時期とは言え、なかなか達成するのがまた難しい目

標で、先ほど申し上げたように、成果指標は達成しなくてもいいというような位置付けに

なっている中で、収支のプラスを計上して、千葉市の税金を基とした指定管理料を持って

いかれるというのは、ちょっと指定管理者の制度設計上、違和感があることですので、も

う少ししっかりと達成していただくべき目標であるのかどうか。それがどうやったら達成

できるのか。 

 コロナの影響は、ほかの施設も加味しないで目標数値を掲げるというのは伺ってはいる

のですけれども、この３万９千人というのは、現実的な数字として市が提示できるものか

どうかというのをしっかりと、本当に１日何人来て、土日は何人来るよとか、そういった

積上げ式の数字ですね。達成できない場合には、達成できなかった理由を指定管理者とし

っかり分析できるようにしていっていただかないと、ただ３万９千人、達成できました、

できませんでしたという形ではなくて、１日何人来るとこれが達成できて、それが達成で

きなかった理由はどこかですとか、再分析を成果指標については持っていただければ、諸

室を今回、加重平均にされたというのもあるかと思うのですけれども、そういった成果指

標として掲げているものは、しっかりと数字を分析していただくようにお願いしたいなと

思っています。 

○横山部会長  数値自体については、何か具体的なご意見があるということではなくて。 

○吉田委員  ちょっと高いけど、達成してほしいのだろうなという気持ちもあります。

ほかの施設とあまりにもかけ離れているので見直したほうがいいのではないかというご提

案もしたのですが、３０年度を考えると、決して無理なものではないというところを思っ

ているのであれば、それはそれで。 

○地域づくり支援室職員  一番高かった３０年度の数値を見ることで、今ちょっとコロ

ナの関係とかもあって落ち込んでいる部分もありますが、成果指標は令和７年度の最終年

度の最終目標という形を取っていますので、最終的に最もよかった数字に近づけられれば

いいなということで３万９千人という数字を出させていただいています。 

○横山部会長  関委員。 

○関委員  今のところで、意見というか、ですけれども、コロナ禍の中で、ニューノー

マルというか、新たな生活様式をこれからやっていくということで、どういうふうな世の

中になるかなんて結構分からないところが、不透明なところが多いと思うのですけれども、

そういう中で、５年後のこの成果指標も、今、ぱしんと決めてしまうというのが、ちょっ

と乱暴というか、そのプロポーザルに参加する側からすると、ちょっと不安に思うところ
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があるかと思うので、例えばコロナ禍の影響を見定めた上で、変更する可能性があるとか、

何かト書きでそのぐらい和らげるというか、可能性があるというぐらいは言ったらいいの

ではないかなという意見です。「募集要項」上でそういった記載があってもいいのかなと

思います。まあ、意見として。 

○吉田委員  市としては、コロナの影響を加味しないという掲示の仕方をするものの、

委員としては、しっかりそこは示したほうがいいのではないかという意見があったという

ことで。 

○石井地域づくり支援室長  そこにつきましては、ご意見ということで賜りまして、ほ

かのところともその辺りをお話ししながら、どういう形がよろしいかどうかという話を入

れたいと思いますので、ご意見ということで承ります。 

○横山部会長  他の部会で、ちょっと事務局とお話ししたとき、やっぱりそういう不確

定要素については、その評価の段階で考慮すると。要するに、目標を達成できなかったけ

ど、こうこうこういう外部事情があるから、そこはまあマイナスに斟酌しないと、そんな

ような評価の段階で対応しますという話が出ていました。 

 関委員、よろしいですか。 

○関委員  今の話。 

〇横山部会長  はい。 

○横山部会長  伊藤委員、何かございましたら。 

○伊藤委員  特にありません。 

○横山部会長  よろしいですか。 

○関委員  もう一件よろしいですか。 

○横山部会長  どうぞ。 

○関委員  「選定基準」の案で、これも、もう変更の余地はないと思うのですけれども、

１１ページのところで、（２）の管理経費、指定管理料のところですね。基礎点のところ

で、１１ページの（２）のところのａの基礎点ですね。提案額が基準額を超えない場合に、

配点のうち１５点を加算と。「※」で、提案額が基準額を超える場合は失格をすると。こ

れは、超えちゃったら即失格という理解でよろしいのですか。 

○地域づくり支援室職員  前回、かなり基礎点のことで、いろいろご意見をいただいて

おりますが、まず第一次審査合格の段階で、基準額を超えていないので、第二次審査に上

がった段階で、すべての団体さんに基礎点はつくということで大丈夫です。 

○関委員  そういうことですね。だから、その提案額が基準額を超える場合は失格とい

う強い基準がありながら、その１５点を基礎点として、全参加者に与えるという話になっ

ているので、通常、その形ですと、現行、指定管理者になっていらっしゃる事業者さんが

有利だと思うのですよね。実績があるということで。そこに新たに参入してこようとする

と、いろいろ中身でご提案しないとなかなか点数は稼げないということで、よりよい提案

をしないと受からない話なので、よりよい提案を採用したいという考えに立てば、この基

礎点で１５点つけるのがいいのか、もしくは、その提案の中身をもう少し評価できるよう

に、この１５点は配分したほうがいいと思うというところは判断があると思うので、今回

は無理としても、次回、ご検討いただければとは思います。 

 以上です。 
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○吉田委員  ほかの部会で、関委員が、まさに１５点のそもそもここが加点要素になる

ような提案は誰もしないので、１５点という点数が死んでしまっているのではないかとい

うふうなニュアンスだったかと思います。 

○石井地域づくり支援室長  ご意見ということで承りまして。 

○横山部会長  よろしいでしょうか。 

 ほかにご意見、よろしいですかね。 

（なし） 

○横山部会長  では進めます。千葉市中央区蘇我コミュニティセンター及び千葉市中央

区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館募集条件、審査基準等に関して、委員

の皆さんからいただいたご意見につきましては、十分に反映させていただきたいと思いま

す。 

 なお、修正した内容について、私と事務局にて調整するということでご承認いただきた

いと思います。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。 

 以上で、議題１の「指定管理者選定に係る募集条件、審査基準等に関する事項につい

て」の審議は終了いたします。 

 次に、議題２の「今後の予定について」、事務局よりご説明をお願いします。 

○石井地域づくり支援室長  それでは、指定管理者選定に係る今後の予定についてご説

明申し上げます。インデックスの「今後の予定」をご覧ください。 

 本日ご審議いただきました募集条件、審査基準等につきましては、先ほどご説明させて

いただきましたとおり、委員の皆様からのご意見等を踏まえまして、今後、部会長と調整

の上、修正等をさせていただければと思っております。 

 修正後の「募集要項」等を７月２７日月曜日より公表いたしまして、指定管理予定候補

者の募集を開始いたします。その応募者について、１０月６日火曜日に予定してございま

す第３回中央区役所部会にて、委員の方々にご審議、選定をしていただきます。 

 選定していただきました結果につきましては、横山部会長より選定評価委員会の横山会

長へご報告をいただきまして、その後、会長から市長宛てに委員会の意見としまして答申

をしていただきます。 

 その答申を基に、指定管理予定候補者を決定し、仮協定を締結した後、１１月に開催を

予定しております、令和２年第４回千葉市議会定例会に指定管理者の指定に係る議案を提

出いたします。 

 議会にて議決をいただきましたら、基本協定を締結いたしまして、令和３年４月より管

理を開始することとなります。 

 以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ただいまの事務局からのご説明について、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

○横山部会長  ちょっと私からですけれども、１０月６日については、まだ未定という

ことだと思いますけれども、一日仕事ですかね。予備日は特に設けないということでよろ

しいですかね。 
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○地域づくり支援室職員  そうですね。予備日は今のところ考えておらず、あとは、実

際に手を挙げていた業者さんが何社あるとかで、午前中だけ、もしくは午後。 

○横山部会長  分かりました。 

○横山部会長  ほかに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、次に議題３の「その他」について、事務局からご説明をお願いし

ます。 

○石井地域づくり支援室長  それでは、その他といたしまして、会議録の公開につきま

して、ご説明をさせていただきます。 

 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いただきたいと考え

ております。会議録の公表につきましては、選定終了後に公開する予定でおりますので、

よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

○横山部会長  ただいまのご説明について、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。

よろしいですかね。 

（なし） 

○横山部会長  最後に、全体を通して委員の皆様から何かご質問、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  それでは、皆様方のご協力によりまして、本日の議事はこれで終了いた

しました。ありがとうございました。 

 事務局にお返しします。 

○地域づくり支援室職員  慎重なご審議、ありがとうございました。後日、また本日の

資料、修正・整理したものを改めてご送付をさせていただければと思います。 

 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２回中央区役

所部会を閉会いたします。委員の皆様、本日はお忙しい中、本当にありがとうございまし

た。 


