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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回花見川区役所部会議事録 

 

１ 日時：令和２年７月１３日（月） １０：００～１１：３５   

 

２ 場所：花見川区役所２階 講堂 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

小野寺 浩一委員（部会長）、鶴見 泰委員（副部会長）、長根 裕美委員、 

宮葉 冨繁委員、伊藤 正和委員 

（２）事務局 

大八木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 

 

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 千葉市花見川区畑コミュニティセンター  

イ 千葉市花見川区幕張コミュニティセンター  

（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 千葉市花見川区畑コミュニティセンター 

    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。 

イ 千葉市花見川区幕張コミュニティセンター 

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  委員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりいただ

きましてありがとうございます。 

 ただいまより、令和２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回花見川区役所

部会を開会いたします。 

 本日の司会は、第１回に引き続き、地域振興課地域づくり支援室、太和田が務めさせて
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いただきます。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、参考資料２「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の会

議の公開及び議事録の作成等について（平成２２年７月１６日千葉市市民局指定管理者選

定評価委員会議決事項）」に定める非公開事項に該当することから、すべて非公開といた

します。 

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

てございます。皆様におかれましては、出入口に消毒液を設置しておりますので、手指の

消毒にご協力くださいますようお願いいたします。 

 また、職員はマスクを着用しておりますほか、地球温暖化防止の取組みの一環として、

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、委員の方のご紹介ですが、前回の部会から変更はございませんので、恐れ入

りますが、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花見川区

役所部会委員名簿」をもちまして、ご紹介に代えさせていただきます。 

 また、職員につきましても、本日所用のため区長の大崎は欠席してございますが、その

他の職員は前回の部会から変更はございませんので、お手元にございます「席次表」をも

ちまして、ご紹介に代えさせていただきます。 

 それでは、議事に入ります前に資料の確認をさせていただきます。 

 まず、机上にございます、「次第」、「席次表」、「会議資料一覧」、「資料修正一覧

表」でございます。 

次に、ファイルをお開きいただき、資料１は「千葉市市民局指定管理者選定評価委員

会第２回花見川区役所部会進行表」、資料２は「花見川区役所部会委員名簿」、資料３－

１から資料３－５は「千葉市花見川区畑コミュニティセンター」の指定管理者の募集に関

する資料で、５種類ございます。資料３－１が 「募集要項（案）」、資料３－２が「管

理運営の基準（案）」、資料３－３が「指定申請書類（案）」、資料３－４が「基本協定

書（案）」、資料３－５が「選定基準（案）」でございます。資料４は「千葉市花見川区

幕張コミュニティセンター」の指定管理者の募集に関する資料で、枝番号は先ほどの資料

３と同様の順番でございます。資料５が「今後の予定について」でございます。 

 続いて、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」、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（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）」、

参考資料３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）」、参考資料４が「花見川区役所部会で審議する公の施設一覧」、

参考資料５が「千葉市情報公開条例・施行規則 抜粋」、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」。 

以上をお配りしております。 

おそろいでしょうか。不足等ございましたら、お知らせください。よろしいでしょう

か。 

 それでは、続きまして、会議の成立についてご報告いたします。 

 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
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議は成立しております。 

 それでは、これより議事に入らせていただきます。 

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

しくお願いいたします。 

○小野寺部会長  それでは、「次第」に従いまして、議事を進行してまいります。ご協

力のほど、よろしくお願いいたします。 

議題１の「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。 

○大八木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いてご説明

いたします。 

 まず、公募の場合、募集関係書類として主に「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いて、これからご説明いたします。 

 はじめに、「募集要項」についてご説明いたします。 

 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。 

 主な点についてご説明申し上げます。資料３－１、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

しております。 

 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）について記載しております。 

 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。こちらは、対象施設の設置目的や特徴など

について記載しております。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」、また、指定管理者制度導入に関

する市の考え方として、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何か、併せ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、ここで明示しております。 

次に、６ページをご覧ください。 

「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おります。具体的

な業務の詳細については、後ほどご説明します「管理運営の基準」で示しております。 

次に、７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お

ります。 

次に、８ページをご覧ください。 
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「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おります。 

次に、１０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おります。 

次に、１５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

ております。 

 なお、市から指定管理料を支払う施設である場合には、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

は進むことはできません。 

また、利益の還元についてですが、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、１７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

ております。 

 次に、１９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。 

 続いて、「管理運営の基準」についてご説明いたします。 

 資料３－２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「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。施設により内容は異なりますが、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

おります。 

 続きまして、「選定基準」でございます。 

 資料３－５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
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査項目の配点などを記載しております。 

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よりどころ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

働くおそれがあるため、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いたします。 

 まず、１ページをご覧ください。 

 「１ 審査方式」でございます。 

 まず、「（１）形式的要件審査」ですが、提案書等により、応募者が２ページから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を確認します。 

 次に、「（２）提案内容審査」ですが、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した上で委員の皆様に報告いたします。 

 また、採点された点数は、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。 

また、総得点の差が満点の１％以内、また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る順位を決定いたします。 

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。先ほどの一覧表のうち、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の追加のほか、「配点」を変更す

ることも可能となっております。 

 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「基準」に従い、「Ａ」から

「Ｅ」の５段階評価で採点していただきます。 
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なお、委員の皆様の過半数が「Ｄ」の評価、または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。「ａ」の５項

目については委員の皆様に、「ｂ」の５項目については事務局において、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、評価を行います。 

ただいまご説明いたしましたとおり、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団体であった場合も同様に審査いたします。 

 これまで、ご説明してき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、各施設分、添付しております。 

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。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの説明について、何かご質問はございますでしょうか。 

○小野寺委員  そうしましたら私から、後の個別で言うべきか、今言うべきか迷ったの

ですけれども、全体に関わることなので、質問と確認をさせていただきます。 

まず、本部会でこの後に審議する２つの施設の公募に関しての書類のことですけれど

も、そもそも市内のコミュニティセンターですかね。区が管理する施設の部会として六つ

ありますけれども、全体としては市が決めている標準のひな形に沿って今回、募集要項を

決めて云々とあると思うのですけれども、まずは前回、５年前になるのですかね。こうい

う会議で同じように委員の意見を求めて、いろいろ意見があったと思うのですけれども、

前回の議事録を改めて確認をしたのですけれども、様々な意見が出てきたと思います。そ

の中であったこととしては、配点基準をこうした方がいいのではないのか、あるいは提出

する書類、計算書類の中の勘定内訳明細どうするのかとかといった、他の部会も含めて、

そういった意見はありましたけれども、そういった各区の部会で上がってきた委員の意見
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について、取り入れたのか、それとも意見として賜ったけれども何もしないで様子を見て

いるのか、そういったことの確認ができなかったので、何か対応されたのかどうかをまず

教えていただけますか。 

○地域づくり支援室職員  まず、前回５年前の部会でいただいた意見については、その

後の５年前の第３回目、実際の選定の際には反映をさせていただいております。それが具

体的にどこの部分かというご質問でよろしいですか。 

○小野寺委員  具体的に取り入れているのであれば、そういう回答で結構です。 

 では、そこは、そういうことで理解をしました。 

 あと、もう一つ、全体として確認したいこととして、６部会があって、その施設の色々

な条件によって役割も違うし立地も違うので、個々に求められることが違うから各部会で

その書類の内容を決めていくということだと思うのですけれども、今日、審議する畑と幕

張のそれぞれのコミセンについては、市が標準で出しているものと変えているところはあ

るのでしょうか。 

○地域づくり支援室職員  基本的にほぼ同じですが、資料３－１の５ページにございま

す「施設概要」の中ですが、施設の特徴というところが今回、新たに付け加えているとこ

ろでございまして、施設ごとに特徴があるものをここで示しているというところがござい

ます。 

 次の６ページについては、それぞれのコミュニティセンターで定めています成果指標、

数値目標は、それぞれのコミュニティセンターごとに異なる数値となってございます。 

○小野寺委員  分かりました。ということは、私の理解としては、変えていないという

ことだと思います。というのは、今お示しいただいた５ページの「施設の特徴」というの

は、これは当然、違うものだから変わってきますし、６ページの「数値の目標」について

も当然違うので、違うのは当然。それ以外のところで定型的に求められることとかが違っ

ているところがあるのかなという趣旨の質問でしたので、変えてないという理解をしまし

た。それを踏まえて、この後の個別のコミュニティセンターの内容について、後ほどまた

意見交換できればなと思います。 

○小野寺部会長  すみません。他の委員の方ありますでしょうか。 

 また、個別のところでも、またお聞きしますので、よろしいですか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、ないようですので、次に参りたいと思います。 

 それでは、「千葉市花見川区畑コミュニティセンター」について、事務局より説明をお

願いいたします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、「千葉市花見川区畑コミュニティセンター」に係

る募集関係書類についてご説明いたします。 

 各書類の概要については、既に冒頭でご説明させていただいておりますので、当該施設

の特性を踏まえ設定した部分を中心にご説明させていただきます。 

 はじめに、資料３－１「募集要項」についてご説明いたしますが、資料の一部に修正が

ございます。 

申し訳ございませんが、５ページと１６ページにつきまして、本日机上に配付いたし

ました「資料修正一覧表」、こちらのＡ３サイズの両面焼きのものですね、こちらの方を
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併せて、ご覧いただければと思います。修正箇所の詳細につきましては、後ほどご説明い

たします。 

では、まず、資料３－１「募集要項」の３ページをご覧ください。 

表でスケジュールが記載されております。表の１番目ですが、本日の部会でご審議い

ただく募集関係書類は、７月２７日に公表、配布されます。その後、応募者への説明会、

質問の受付・回答、応募書類の提出期間、事務局で行います形式的要件審査と続き、表の

７番目になりますが、１０月１５日木曜日に委員の皆様にお集まりいただきまして、ヒア

リング、選定の実施を行います。 

 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、コミュニティセンターの設置目的は、千葉市コミュニティセンター設置管理条

例第１条のとおり、市民のコミュニティ活動のための施設として、コミュニティセンター

を設置しております。 

また、施設の目的・目指すべき方向性を示すビジョンは、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としてお

ります。 

 また、このビジョンを実現するためのミッションは、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

といたしました。 

 このような設置目的等を受け、本施設の特徴ですが、「ア コミュニティ活動の場と機

会の提供」としまして、「（ア）積極的にコミュニティ活動を行っている人だけではなく、

コミュニティ活動に参加する機会の少ない人も含め、多くの市民が活動に参加する場と機

会を提供する」、「（イ）文化、スポーツ、レクリエーションなどのコミュニティ活動の

きっかけをつくり、市民の主体的な活動を促進するための支援を多面的に行う」。 

また、「イ 情報発信、相談機能」としまして、「（ア）地域の文化資源、人材等の

情報を収集、蓄積、提供できる仕組みを持ち、必要な情報を広く発信する」、「（イ）施

設利用に伴う助言及び指導だけではなく、コミュニティ活動を行っていく上で求められる

情報提供や紹介、助言ができる相談機能を持つ」という考えに基づき、事業を実施してお

ります。 

続きまして、同じく４ページ一番下の「（３）地域の特性」でございます。 

畑コミュニティセンターにおいては、「最寄り駅までの距離が遠く交通至便であると

は言い難いこと、また、周辺地域は人口密度が低く高齢化が進んでいることなどから、施

設の利用者数及び諸室の稼働率は低迷しています。このような地域性を考慮し、稼働率や

利用者数の向上はもとより、地域住民のニーズを的確に把握した上で、高齢者が積極的に

コミュニティ活動に参加し、健康的な生活を送るためのきっかけづくりや、防災・防犯の

拠点となり安心して暮らせるまちづくりの一端を担うなどの役割が求められている。」 

と記載いたしました。 

次に、５ページをご覧ください。 

施設の概要については、（４）に記載のとおりですが、この中で「施設の特徴」につ
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いては、前回の募集要項にはなかったものでございます。コミュニティセンターは、各施

設によって指定管理者に求められる提案も異なるため、この項目を設けて特徴を示すこと

といたしました。 

 内容としましては、「昭和５４年４月に開館した地上３階建で、周辺地域は人口密度が

低く高齢化が進んでいる地域に位置しています。施設には、各種サークルが利用可能な集

会室や講習室、和室等の施設のほか、合唱や演奏ができる音楽室、小さな子どもが遊べる

幼児室、様々な球技やイベントで利用可能な体育館、多種多様な蔵書の貸出しを行ってい

る図書室などを備え、地域住民が交流できる場を提供しています。また、災害時における

避難場所としての役割を担っています。一方で、築４０年以上が経過し、施設全体の老朽

化が進んでいるほか、空調設備は建築当時に設置された旧式のままであり、一部のトイレ

が和式の状況です。」と記載いたしました。 

次に、５ページの「（５）指定管理者制度導入に関する市の考え」についてですが、

本日、机上配付いたしました「資料修正一覧表」の１ページの一番上をご覧ください。 

市の考えといたしまして、「本施設では、制度導入により、市民サービスの向上を図

り、さらに多くの市民に利用していただくという効果を見込んでおります。したがって、

市としては、指定管理者が民間事業者としてのノウハウを活用した質の高いサービスを提

供するとともに、魅力的な事業の企画や効果的な広報活動を実施することなどにより、施

設の利用が促進されることを期待しています。」と記載してございますが、その後に、

「特に、料理実習室の稼働率及び夜間（１７時以降）の施設稼働率が低いため、それらの

稼働率の向上に期待します。」という一文を追加いたしました。 

次に、６ページをご覧ください。 

具体的な成果指標としまして「諸室の稼働率」と「体育館の利用者数」を掲げ、また、

数値目標は過去の実績等を勘案し、指定期間最終年度におきまして、「諸室の稼働率３６．

９％以上」、「体育館の利用者数１万６，０００人以上」といたしました。 

次に、「５ 指定管理者が行う業務の範囲」については、ご覧のとおりでございます。

なお、詳細につきましては、「管理運営の基準」に記載しております。 

 次に、７ページをご覧ください。 

 「６ 市の施策等との関係」でございますが、「（４）労働条件審査」という項目を今

回、追加してございます。 

これは、労働条件審査を行うことを予告するために、記載したものでございます。 

次に、１５ページをご覧ください。 

「９ 経理に関する事項」の「（１）指定管理者の収入として見込まれるもの」の

「ア 利用料金収入」のところですが、説明文の中に「なお書き」を追記しております。 

これは、次の指定期間中に条例の改正により、利用料金を改定する可能性があるためでご

ざいます。 

続きまして、１６ページをご覧ください。 

上から４行目に「指定管理料の基準額について」という項目があり、本施設の管理に

係る指定期間全体の指定管理料の基準額を記載しております。基準額についても修正がご

ざいますので、本日、机上配付いたしました「資料修正一覧表」の中ほどの記載と併せて

ご覧いただきたいのですが、事前にお配りした資料では、「２億５，９４７万２，０００
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円」と記載しておりましたが、市の財政部門の査定の結果、２億５，９２６万７千円とな

りました。応募者は、この金額以内で提案することとなり、この基準額を超えて提案があ

った場合には、失格となります。 

次に、１８ページをご覧ください。 

次期指定管理予定候補者の選定を行うに当たっての審査基準として、審査項目及び配

点について、記載しております。これらの詳細につきましては、「選定基準」において、

ご説明いたします。 

次に、２０ページをご覧ください。 

「（４）リスク分担に対する方針」についてですが、表の一番下の「運営費上昇」の

うち、２番目「避難所等の運営等に伴うもの」という項目を新たに追加いたしました。こ

の場合の負担者は「市」、千葉市としております。 

「募集要項」につきましては以上でございます。 

 続きまして、資料３－２、「管理運営の基準」についてご説明いたします。 

３ページから７ページにかけまして、コミュニティセンターの諸室や体育館の貸出業

務等について記載しております。 

７ページをご覧ください。 

「（２）市からの事業実施受託業務」を記載しております。これは、指定管理者が必

ず行わなければならない業務であり、指定管理料に含まれる業務となります。 

次の８ページにある「（３）新型コロナウイルス感染拡大防止策の実施」ですが、こ

れは前回の選定時にはなかった項目です。現在も指定管理者に対しては、新型コロナウイ

ルス感染拡大予防のための指示は行っているところではございますが、次の指定管理者の

募集にあたり、これを「管理運営の基準」の中で明記することといたしました。 

その下、「（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」につきましても、今回新たに設けた項目でございます。 

次に、１０ページから１１ページをご覧ください。 

「災害時の避難者の受入」について記載しておりますが、昨年の台風１５号、台風１

９号の経験を踏まえた内容となっております。 

次に、１７ページをご覧ください。 

「（８）駐車（駐輪）場管理業務」でございますが、「ウ 駐車場の混雑対策」を今

回新たに追加いたしました。 

また、１箇所修正がございます。 

畑コミュニティセンターは、隣接する敷地を多目的広場として市が借り上げており、

契約の状況によっては収容台数等が変更となる可能性があることから、本日机上配付いた

しました「資料修正一覧表」の１ページ、下のほうに記載してございます「なお、本施設

に隣接する多目的広場（主に敷地外駐車場として利用）は、民有地を市が借り上げている

ため、当該民有地の所有者の意向等により、今後、収容台数等が変更となる可能性があり、

指定期間中の当該借り上げを保証するものではない。」という一文を「ウ 駐車場の混雑

対策」と「（９）保安警備業務」との間に追加したところでございます。 

１８ページから、「４ 経営管理業務に関する基準」として、「事業計画書や事業報

告書の作成業務」、「利用者意見等の把握」などについて記載しております。 
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次に、２４ページをご覧ください。 

「７ 留意事項」の「（２）施設の管理に関する留意事項」の「ア」の表記について、

今回より、敷地内全面禁煙とする、としております。 

「管理運営の基準」につきましては以上でございます。 

次に、資料３－５「選定基準」についてご説明いたします。 

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、審査項目とその配点を示し

ております。 

千葉市のルールにより、大項目の１から４については、原則として５点を配点してお

りますが、その中でも重要な審査項目として位置付けられたものは、配点を加点し、１０

点としております。配点を加点しているものについてご説明いたします。 

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。 

はじめに、１、「（１）管理運営の基本的な考え方」ですが、設置目的、ビジョン・

ミッションの適正な理解に基づく施設の管理運営を行うことが重要であるため、１０点と

しております。 

次に、４、「（４）施設の利用促進の方策」ですが、コミュニティ活動を促進するに

は、施設の利用促進を図ることが重要であるため、１０点としております。 

次に、４、「（７）成果指標の数値目標達成の考え方」ですが、市の設定する「成果

指標」及び「数値目標」をより効果的・効率的に実現するため、重要な項目であることか

ら１０点としております。 

次に、４、「（８）自主事業の効果的な実施」ですが、コミュニティ活動の契機とな

る事業を企画・実施する重要な項目であることから１０点としております。 

次に、５、「（１）収入支出見積りの妥当性」ですが、施設の管理運営を適正に行っ

ていくためには、妥当な見積りに基づく収支計画が重要であるため、１０点としておりま

す。 

次に、５、「（２）管理経費（指定管理料）」ですが、「管理経費の縮減」は「市民

サービスの向上」と並ぶ指定管理者制度の目的の一つである一方で、過度なコスト削減に

よる市民サービスの低下は防ぐべきであることを踏まえ、２５点としております。 

 

６ページ以降に評価の方法について記載しておりますが、先ほどご説明したとおりで

ございます。 

次に、応募者が提出する申請書類について簡単にご説明いたします。 

資料は戻っていただきまして、資料３－３をご覧ください。 

青いインデックスで「指定申請書関係」とあるものは、申請書や応募団体の概要等、

応募者が提出する書類の様式です。 

次に、「提案書関係」というインデックスがあるものは、応募者が具体的な提案を記

載する書類になります。 

なお、この提案書様式は、先ほどご説明した「選定基準」の審査項目ごとに記載する

ようになっております。 
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次に、「その他」というインデックスがあるものは、説明会参加希望届や質問書の様

式になっております。 

続きまして、資料３－４をご覧ください。 

「基本協定書（案）」になります。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が、追加や修正された箇所につい

てご説明いたします。 

 まず、第１０条の「個人情報の保護」の規定についてでございます。条文の４行目に記

載されております、別記「指定管理者個人情報取扱特記事項」、この部分ですが、本日机

上配付いたしました「資料修正一覧表」の２ページの上のほうに記載のとおり、「第２」

という文言が漏れていたため、追加いたしました。 

なお、この別記第２「指定管理者個人情報取扱特記事項」は、基本協定書の最後に記

載しております。 

 次に、第１５条「許認可等の取得等」に、第２項を追加しております。 

これは、電気主任技術者を届け出るときに必要となるためでございます。 

次に、第６０条「第三者に与えた損害の負担」の条文ですが、１行目から２行目に記

載されている「募集関係図書等及び事業計画書の記載内容並びにこの協定に定める基準に

適合しないもの」との表記に今回改めました。 

これは、これまで「瑕疵」と表現していたものを、民法改正に伴い、用語の修正をし

たためでございます。 

千葉市花見川区畑コミュニティセンターに係る募集関係書類に関する説明は以上とな

ります。よろしくお願いします。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 ただいま事務局より説明いただきましたが、募集条件や審査基準等に関して、ご質問も

含めてご意見ございますでしょうか。 

 お願いします。 

○鶴見委員  内容については、概ね例年どおりで結構だと思うのですけれども、特に今

回注視していただきたいのは、一つは感染症対策ではないかと思います。５年間のうち、

どこでコロナが収束するか分かりませんけれども、５年間続く可能性もあるわけですし、

特に施設でクラスターが発生するということについては、何としても避けなければならな

いということでございますので、特にこのコロナ対策については必ず触れていただきたい

と思います。 

 もう一つは、先ほど話もありました防災対策ですね。昨年、千葉で台風があったという

先ほどご指摘もございましたし、最近では九州で大雨によりかなりの被害が出ているとい

うようなこともございましたので、そしてこの施設では避難場所として当然、指定してお

りますので、そういった水害があった場合にどのような対応をするのかということ。特に、

他の施設では現に昨年の台風で避難者を受け入れたという実績等もございますので、どう

いう対応をするかということについて、注目していただきたいと思います。 

 また、千葉県は最近、特に地震も多いですので、地震による災害というのも予想される

ところでございますので、それも併せて触れていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 
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○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 お願いします。 

○長根委員  先ほどの鶴見委員の意見の確認になりますけれども、数値目標の設定につ

きましてお聞きしておきたいなと思っているのですけれども、突発的な自然災害等につい

ては、市がリスクを負うというように書いてあったと思います。突発的な自然災害という

のは、不確実なもので予測できませんので、これは当然なことだと思うのですけれども、

新型コロナというのは不確実というよりは確実に現時点ではありますし、被害も予測でき

るものですので、恐らく向こう数年は覚悟しなくてはならないものなのかなと思うのです。

そうした場合、今回の数値目標に、ほぼ確実に来るであろうという、発生するだろう新型

コロナに対するリスクを考慮した数値目標設定になるのでしょうか。今回、提示されてい

る数値目標というのは、もう既にそれが折り込まれて、少し低めに設定されているのか、

この辺りをお聞きしたいのですけれども。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

○地域づくり支援室職員  今回の数値目標につきましては、コロナに関しては影響を考

えない場合での目標設定となってございます。稼働率の目標が低めというのは、コロナを

想定してというより、コミュニティセンターの実績等を踏まえて、大幅な伸びは難しいと

いうところで伸び率の設定を行ってございます。 

 今回は数値目標の設定について、新型コロナの影響を考えない場合の収入を想定するよ

うに指示があったものでございますので、今回については新型コロナの影響を想定してお

りません。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

○小野寺委員  その話題が出たので、私からも。重複しますけれども、この数値目標、

稼働率と利用者数、例えば資料３－１であれば６ページに書いていますけれども、稼働率

が３６．９％以上、利用者数は最終年度で１万６千人以上とありますけれども、これはど

うやって積算したのかというのを確認したいのと、あと、先ほどの長根委員の質問に対す

る回答で、新型コロナの影響を加味しないでということでしたけれども、もともとある一

定の成長率みたいなものを入れて、過去の実績から目標を作ったのかどうかとか、積算の

根拠については、もう少し詳しく教えていただけますか。 

○地域づくり支援室職員  まず、稼働率に関してでございますが、こちらは畑コミュニ

ティセンターの場合、稼働率を年１．５％の増ということで目標を設定してございます。 

○小野寺委員  すみません。その年１．５％は、スタートは直近の実績ですか。何年の

実績ですか。 

○地域づくり支援室職員  まず、基準を平成３０年度の実績の数値からスタートしてご

ざいます。平成３０年度の実績の数値から目標伸び率を設定してございまして、畑コミュ

ニティセンターは１．５％増を見込めるという数値をもって、年１．５％増の数値を平成

３０年から書き込んでございます。 

すみません。もう少し詳細に申し上げますと、平成２９年度から令和元年度までの稼

働率の伸び率の平均が３％程度、着実に伸びてきたというところがございます。ただ、こ

の畑コミュニティセンター、利用者ですとか周辺の地区の特性が、やはり高齢者の方です



 

 ―１４― 

とか無職の方の利用が多いということと、利用者の時間帯、利用されている時間帯が１５

時以降、午後３時以降の利用が低くなっているということで、大幅な上昇は見込めないの

ではないかと考えまして、平均３％の伸びの半分、今期の伸び率の平均の半分の、１．

５％という数字を出したところでございます。 

○小野寺委員  分かりました。感想ですけれども、３％の伸びは稼働率の方ですね。 

○地域づくり支援室職員  はい。 

○小野寺委員  ３％は今の指定管理者がやったら３％増だったから、それにしてもここ

の施設の特性から考えて３％は厳しいから１．５と、曖昧ではあるけれども、方向として

は合っているのかなとは思うのです。 

 利用者数の方は、何てさっきおっしゃったのでしたか。 

○地域づくり支援室職員  利用者数につきましても、体育館についてはこれは個人利用

と団体利用、両方の利用者数を想定してございます。その中で今期、実績を見ますと減少

傾向にあるという数値が出てございます。そうなりますと、大幅な利用者数の増が見込め

ないというふうに考えているところでございます。 

 次期につきましては、着実な利用者数の増加を目標に設定したいと考えまして、伸び率

については諸室と同じ１．５％を用いるようにしてございます。こちらについても平成３

０年の実績から１．５％増という数値で算出してございます。 

○小野寺委員  ありがとうございます。 

 結構、難しい目標ではないかなというのが私の感想です。施設の古さ、それから地域の

人口の構成、年齢の構成などからして、そんなに成長は見込めないところだと理解します。

その中で１．５％の増の目標、目標としてはいいのかもしれないですけれども、達成させ

るためにはかなり厳しい目標かなとは思います。 

 ただ、そうはいってもはじめから市が要望する目標の数値が、そんな小さいというのが

逆に妥当ではないと思うので、今ご説明いただいた根拠でやむを得ないのかなというのが

感想です。ありがとうございます。 

○小野寺部会長  ほかの委員の方、ご意見ございますでしょうか。 

○小野寺委員  私からもう少し確認と意見を申し上げますけれども、最初に鶴見委員が

ご指摘したところと同じなのですけれども、今のこの社会情勢からして注目すべきポイン

トは新型コロナウイルス対策と、それから災害に備えるということ、この二つだと思うの

ですね。今回の募集要項、以下の資料に「新型コロナは新たに追加しました」というのが

あって拝見しました。ここに明示することは非常に妥当だと思います。当然だと思います。 

 そういうのを前提として、意見なのですけれども、新型コロナは第２波が来る、あるい

はもう来ているのではないかというような感じで、かつワクチンができるまで時間もかか

りそうだということで、もう１年、２年ではなくて５年、１０年付き合っていくようなつ

もりにみんななっているのではないかと思うのです、社会全体が。市としても当然それを

前提に対応をしていくのだと思いますけれども、そうした中でこのコミュニティセンター

で人が集まってしまうかもしれないのだけれども、コミュニティの場を提供するという目

標を達成しなければいけない。新しい生活様式を取り入れてやっていくのでしょうけれど

も、そうした中で今回の書類に記載があったということなので、これは新型コロナ対策に

対するこの指定管理者の考え方とか、実施する施策とか、そういったこともプレゼンの中
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に入っているといいかと思いますし、また、それを別な項目を設けて評価する、点数を加

えるかどうか、そこは行き過ぎかもしれませんけれども、もしかしたらそういった意見も

ほかの委員、あるいはほかの部会からも挙がってくるかもしれませんので、その辺、もし

意見が多いのであれば反映させていただきたい。 

 重ねて言いますと、指定管理者の応募してくる人に新型コロナ対策に対する考え方とか

施策とかをプレゼンしてもらうことと、それを配点基準に加えるかどうかというところで

すね。さらに言うと、言ったからにはやってもらう。やってもらったらモニタリングして

評価するということなので、この後の話ですけれども、モニタリングの項目の中に明確に

新型コロナ対策について、項目を入れてもらう。そして、それをモニタリングする、且つ

年度評価にも反映させていただくということを考えてもいいのかなというのが、私の意見

です。 

 それともう一つ、これも鶴見委員がおっしゃっていたことですけれども、このコミュニ

ティセンターをやることの目的、表の目的の裏には災害時の避難所としての役割、それか

ら、災害のときにもみんな市民同士の顔が分かるように普段からコミュニケーションを取

ってねということだと思うのですけれども、昨年、今年、急激に甚大な災害というのが千

葉県にも日本全国にも起きていて、今後ももっと頻繁に災害が起きてくる可能性というの

が高まっているのではないかなと思います。これも社会的にもそう思われていると思うの

で、災害対策としては、一つは地震なのですね。地震とあと最近では大雨、洪水、そうい

ったことに備えて、新たな取組みもしていかないといけないのかなと考えます。 

 仮に同じ指定管理者がなったら同じように今までやってきたことをやっていくのでしょ

うし、新たな指定管理者が選ばれるのであれば過去を踏襲しながら、新たな指定管理者の

考え方で色々やってくれると思うのですけれども、今この状況の中で災害対策に対する考

え方、あるいは実際に避難所を開設しなければいけなくなったときに、何をしなければい

けないのか。もちろん定型的なことは決まっているけれども、去年の千葉県内の状況、そ

れから今年の今の九州に起きていることを踏まえて、この災害時に避難所に求められるこ

とが変わってきていると思うのですね。その辺り、新たに何かを取り入れるようなことを

何かもう少し促してあげた方がいいのかなと思います。具体的には、この書類にも記述は

元々ありますけれども、そんなに見て目新しいことはないと思いますね。当たり前のこと

が書いてあるので。この辺をもう少し深掘りして募集の段階から、先ほどの新型コロナと

同じように応募者の方で災害のときには、こういう対応をしますみたいな考え方のプレゼ

ンがあると評価しやすいのかなと思います。こちらもざっくりとした話なので、今私がこ

れを言ったからすぐに直してということではなくて、ほかの委員の皆さんの意見とか、ほ

かの部会で挙がってきた意見を踏まえて、時間がないですけれども、少し工夫されたらい

いのかなというのが、私の意見です。 

○小野寺部会長  ほかの皆さんはありますでしょうか、ご意見。伊藤委員、宮葉委員、

よろしいですか。 

 では、宮葉委員。 

○宮葉委員  資料修正一覧表、朝一番にありましたけれども、最初の資料３－１、これ

についてですが、たまたまここは畑と幕張の選定評価委員会ですが、下線部分については

両方とも修正するということになりますよね。ですので、全く同じになってしまうのも、
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少しおかしいのかなとは思って今、質問しているのです。 

 それは特に、修正後というところ、線を引いてあるところ、「特に」と書いてあります

が、これは畑のお話を書いてあるのではないかと思いますが、この条件というのは幕張も

畑も同じことを考えているのかということを、説明してほしい。「特に」というところが、

言葉のあやなのですが、いろいろな稼働率をアップさせるために、特に料理実習室だけが

低いのか、これを見ていて全般的には、それこそコロナではないけれども思ったより稼働

率が下がっているのではないかと思いますが、この「特に」という言葉が、それぞれのコ

ミュニティセンターにおいて、この項目が心配だよということを言っているのか、そこら

辺の説明、簡単でいいですから説明していただきたい。 

 先ほども出ましたけど、畑コミュニティセンターの位置付けというのは、都会ではなく

て少し奥まっていますから、当然、低いのではないかと思いますが、これと幕張は一緒だ

ということなのか、簡単でいいですから説明していただきたいと思います。 

 以上です、私は。 

○地域づくり支援室職員  すみません。資料修正の一覧表については、番号を振ってご

ざいます、３－１、３－２、３－４とございますが、こちらについては畑コミュニティセ

ンターに関する募集要項等の修正ということになります。 

 ３－１の修正で表記の追加がございますが、幕張コミュニティセンターについてはこの

表記を元々入れてございます。畑コミュニティセンターの分については漏れてございまし

たので、今回この修正をさせていただいております。 

 次の４－１、幕張コミュニティセンターについては、４－１、４－４の資料の修正がそ

れぞれ１箇所だけということになります。 

 駐車場については、畑コミュニティセンター特有のものでございますので、幕張コミュ

ニティセンターには記載はございません。３－２の駐車場の管理運営のみになります。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  よろしいでしょうか。 

○伊藤委員  一緒ですね。特にありません。 

○小野寺部会長  分かりました。 

 それでは、千葉市花見川区畑コミュニティセンターの募集条件、審査基準等に関して委

員の皆様からいただいたご意見につきましては、十分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、私と事務局が調整するということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 それでは、次に、「千葉市花見川区幕張コミュニティセンター」について、事務局より

説明をお願いいたします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、「千葉市花見川区幕張コミュニティセンター」に

係る募集関係書類についてご説明いたします。 

なお、畑コミュニティセンターと重複する部分がございますので、その点については

省略をして説明させていただきます。 

 まず、資料４－１「募集要項」の３ページをご覧ください。 

表でスケジュールが記載しておりますが、畑コミュニティセンターと同じスケジュー
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ルとなっております。２番の「募集要項」に関して説明会、こちら現地説明会なのですが、

こちらの日程も同じ日で午前と午後で分けて設定してございます。 

次に、４ページをご覧ください。 

「４ 管理対象施設の概要」に記載しております設置目的、ビジョン、ミッション、

特徴につきましては、こちらも先ほどご説明いたしました畑コミュニティセンターと同様

となっております。 

同じく４ページ一番下の「（３）周辺地域の特性」ですが、幕張コミュニティセンタ

ーにおいては、「本施設の周辺には集合住宅、商業施設、小学校、高校、大学などがあり、

本施設の周辺地域の人口は年々増加している。一方で、地域コミュニティの希薄化が懸念

されることから、このような地域性を考慮し、利用者数、稼働率を向上させることはもと

より、地域住民のニーズを的確に把握した上で、多世代間の交流や子育て支援などによる

地域コミュニティの形成の一端を担うなどの役割を求められている。」と記載いたしまし

た。 

次に、５ページをご覧ください。 

施設の概要については、（４）に記載のとおりでございますが、この中で「施設の特

徴」については、前回の募集要項にはなかったところでございます。内容としましては、

「昭和５４年４月に開館した地上３階建で、近隣には教育施設や商業施設、住宅が多くあ

り、活動的で活気のある地域に位置しています。施設には各種サークルが利用可能な集会

室、ダンスができるホール、本格的な料理もできる料理実習室、小さな子どもが遊べる幼

児室、様々な球技やイベントで利用可能な体育館、蔵書数約１万５，５００冊の図書室な

ど、地域住民が交流できる場を提供しています。 

一方で、築４０年以上が経過し、施設全体の老朽化が進んでいるほか、エアコンの機

能が低下しており、一部のトイレが和式の状況です」と記載いたしました。 

次に、５ページ下の「（５）指定管理者制度導入に関する市の考え」についてですが、

こちらは畑コミュニティセンターと同様でございます。 

その下に、具体的な成果指標としまして、「諸室の稼働率」と「体育館の利用者数」

を掲げ、また、数値目標は、指定期間最終年度において、「諸室の稼働率５０．９％以

上」「体育館の利用者数３万８，０００人以上」といたしました。 

続きまして、１５ページをご覧ください。 

上から３行目に「＜指定管理料の基準額について＞」という項目があり、本施設の管

理に係る指定期間全体の指定管理料の基準額を記載しております。 

基準額について修正がございますので、本日机上配付いたしました資料修正一覧表の

２ページの、２番目の記載内容と合わせて、ご覧いただきたいのですが、事前にお配りし

た資料ですと、２億２，５１８万円と記載しておりましたが、市の財政部門の査定の結果、

２億２，５００万２千円となりました。応募者はこの金額以内で提案することとなり、こ

の基準額を超えて提案があった場合には、失格となります。 

これ以降の他の項目は、畑コミュニティセンターと同様ですので、省略させていただ

きます。 

また、資料４－２から資料４－５につきましても、畑コミュニティセンターと同じ内

容となっておりますので、説明は省略させていただきます。 
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なお、資料４－４「基本協定書(案)」についてですが、畑コミュニティセンターと同

様に、第１０条の「個人情報の保護」の規定については、修正箇所がございます。条文の

４行目に記載されております、別記「指定管理者個人情報取扱特記事項」、この部分につ

いて、本日机上配付いたしました資料修正一覧表の２ページの３つ目の項目ですね。記載

内容のとおり、「第２」という文言が漏れていましたため、追加いたしました。 

また、この別記第２「指定管理者個人情報取扱特記事項」は、畑コミュニティセンタ

ーと同様に、基本協定書の最後に記載してございます。 

「千葉市花見川区幕張コミュニティセンター」に係る募集関係書類に関する説明は、

以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 ただいま事務局から説明いただきましたが、募集条件や審査基準等に関して、ご質問も

含めてご意見ございますでしょうか。 

○鶴見委員  こちらについても、先ほどと同様なのですけれども、新型コロナウイルス

対策についてどのように取り組むのかという点について、注視したいと思います。特に幕

張は、畑に比べますと、一つは人口が多いということで、リスクが高いということ。もう

一つは、利用者層が若年層であるということ。この二つの観点からすると、畑コミュニテ

ィセンターよりもコロナ感染のリスクが高いものと考えられますので、特にその点につい

ては注視していただきたいと思います。 

 あとは、災害対策ですね。特に、先ほど言いませんでしたけれども、施設に避難してい

る最中にコロナに感染するというリスクもありますので、その辺についても考えていただ

きたいと思います。先ほど部会長からおっしゃられましたけれども、他の部会からでも似

たような意見が出ているようであれば、募集要項の一部の修正も考えた方がいいのではな

いのかというふうに思います。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

○小野寺委員  では、私から。先ほど大分話しましたので、幕張についても畑と同様に、

今、鶴見委員がおっしゃった２点については、取り入れられることがあれば取り入れて欲

しいなと思います。 

 そして、私が聞いていいのかな。資料４－１の５ページの数値目標について、これの積

算根拠を詳しく教えていただけますか。利用率だと５０．９％以上、利用者だと３万８千

人以上、これの根拠をお願いします。 

○地域づくり支援室職員  幕張についてでございますが、基準年が平成３０年の実績、

こちらに基づいているのは幕張と畑と同じでございます。幕張につきましては、稼働率に

つきましては実績が年々、上下して推移していくというところはございますが、区内のほ

かのコミュニティセンターと比較して、比較的高い数値は出ているというところはござい

ます。今後、そういうところもございまして大幅な伸びは見込めないというふうに考えて

ございます。 

 また、土日の駐車場が飽和状態であることなどを考慮しますと、平日の稼働率を向上さ

せることを目標と考えてございます。幕張につきましては、今期の平均伸び率が１．３％
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で数字が推移してございます。そのまま当てはめると大幅な比較、向上というのが難しい

ものではないかというところで、その半分程度の０．６％を目標数値としてございます。

これに平成３０年度の実績から０．６％ずつの上昇が見込めるというふうに想定して、最

終年度は５０．９％としてございます。 

 また、体育館の利用者数につきましても平成３０年の実績を基に考えてございます。こ

ちらについても利用者数が体育館は横ばいの状態というところはございます。平均伸び率

もマイナスというふうになってもございますが、ただ幕張コミュニティについてはそうい

うような状況でも着実な利用者数の増加を目標と、増加の目標はするというふうには重き

を考えてございます。伸び率については諸室と同じ０．６％を適用して、平成３０年度の

利用者数実績から求めてございます。 

○小野寺委員  ありがとうございます。 

今、聞いた私の印象としては、畑と同様、幕張もあまり利用増が見込めないのでとい

うことですけれども、０．６％の成長率ということですよね。そうすると、先ほどの畑は

１．５％増ということで、それと比べると何かアンバランスなような感想です。 

 ただ、畑に関しては、圧倒的に絶対値が低いのでということだったかと思います。では、

幕張のこの０．６％は何となく私の印象は、もう少し頑張ってもらってもいいのかなとい

う気はするのですけれども、どうして１．３の実績の半分ぐらいの０．６というところで

落ち着いたのですかね。もう少し、せめて１％とか、根拠はないのですけれども、畑と比

べて０．６％増というのは何か少し小さい気がするのですけれども。 

○小野寺部会長  ほかの委員の皆さんその辺どう感じましたでしょうか。 

 長根委員、どうぞ。 

○長根委員  先ほどの話と関係するのですけれども、今回の数値目標というのは、新型

コロナのことを考えていないで設定しているものですよね。むしろ私は、何かこの調子で

大丈夫なのかなというような意見はあって、その分を差し引いた上での、操作した上での

目標数値の引上げという点ではいいと思うのですけれども、今後その新型コロナの問題等

出てきた場合に、少し厳しくなってくるのかなという懸念はしております。 

○委員  それは、私も賛同します。結局、災害だ、新型コロナだと急激に減ったときに、

その後の年度評価のときにこれは誰が責任を取るんだとか、数値のコミットに対してとい

うところの話にもなってしまうので、新型コロナも考えるともう少し割り引いてもいいの

かなと、確かにそのとおりだと思う。 

○小野寺部会長  ほかに皆様、ご意見ございますでしょうか。 

 大丈夫ですか。宮葉委員、何かございますか。 

○宮葉委員  特にございません。 

○小野寺部会長  では、大体、先ほどと同じような意見だったということだと思います。 

 それでは、「千葉市花見川区幕張コミュニティセンター」の募集条件、審査基準等に関

して委員の皆様からいただいたご意見につきましては、十分反映していただきたいと思い

ます。 

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

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 
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○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 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」の審議を終了します。 

次に、議題２の「今後の予定について」、事務局より説明をお願いいたします。 

○大八木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

説明いたします。 

 資料５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を反映させるよう修正いたします。 

 修正後の募集要項等を７月下旬、２７日月曜日より公表し、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１５日木曜日に予定しております第３回

花見川区役所部会にて、委員の方々に審査、選定していただきます。選定していただいた

結果については、小野寺部会長より選定評価委員会の横山会長へご報告いただき、その後、

会長から市長宛てに、委員会の意見と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、１２月に開催予

定の令和２年第４回千葉市議会定例会に指定管理者の指定に係る議案を提出いたします。 

 議決をいただきましたら、基本協定を締結し、令和３年４月から管理を開始することと

なります。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

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

（なし） 

○小野寺部会長  よろしいでしょうか。 

 それでは、次に、議題３の「その他」について、事務局から説明をお願いします。 

○大八木地域づくり支援室長  それでは、会議録の公開についてご説明させていただき

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お願いしたいと考

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。 

以上でございます。 

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

ますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  よろしいでしょうか。 

最後に全体を通して、委員の皆様からほかにご質問・ご意見等はございますでしょう

か。 

（なし） 

○小野寺部会長  よろしいでしょうか。 

 では、皆様方のご協力によりまして、本日の議事はすべて終了しました。どうもありが

とうございました。 
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 それでは、事務局にお返しいたします。 

○地域づくり支援室職員  貴重な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２回花見川区

役所部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日は、お忙しい中ありがとうございました。 


