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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回稲毛区役所部会 

 

１ 日時：令和２年７月２２日（水）１３時３０分～１５時４５分 

 

２ 場所：千葉市稲毛保健福祉センター ３階 会議室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

稲垣 總一郎委員（部会長）、長根 裕美委員（副部会長）、印南 耕次委員、 

藤沼 昭和委員 

（２）事務局 

大須賀地域づくり支援室長、宮川主査、鵜澤主事 

 

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 千葉市稲毛区穴川コミュニティセンターについて  

イ 千葉市稲毛区長沼コミュニティセンターについて  

（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 千葉市稲毛区穴川コミュニティセンターについて  

  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 千葉市稲毛区長沼コミュニティセンターについて  

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 

  委員からの質問等を受け付けた。 

 

６ 会議経過：  

○地域づくり支援室職員  委員の皆様には、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回稲毛区役所部

会を開会いたします。 

 私は、本日の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宮川でご
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ざいます。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、「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

会の議決事項）」に定める非公開事項に該当することから、すべて非公開にいたします。 

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

的に窓を開放し換気を行います。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、手指消毒にご協力くださいますようお願いいたします。 

 なお、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稲毛区役

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。 

 なお、西川委員におかれましては、本日欠席とのご連絡をいただいておりますので、ご

報告させていただきます。 

 続きまして、職員をご紹介いたします。 

 地域づくり支援室長の大須賀でございます。 

 担当の主事の鵜澤でございます。 

 最後に改めまして、主査の宮川でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。着座にて失礼いた

します。 

 まず、ファイルのほうをお開きいただきまして、１枚目に「次第」、次に「席次」、次

に「資料一覧」、次からは資料になります。まず、資料１は、「千葉市市民局指定管理者

選定評価委員会第２回稲毛区役所部会進行表」。資料２に関しましては、「稲毛区役所部

会委員名簿」。資料３－１から資料３－５は「千葉市稲毛区穴川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。まず、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、「千葉市稲毛区長沼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。 

 続きまして、参考資料１が「千葉市公の施設に係る指定管理者制度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」、参考資料３が「部会の設置について」、参考資料４が「稲毛区役所部

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」でございます。 

 以上ですが、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、全委員５名のうち、４名にご出席いただいており、半数以上のご出席があります
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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、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、進行を稲垣部会長様にお願いしたいと存じます。よろ

しくお願いいたします。 

○稲垣部会長  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「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。 

○大須賀地域づくり支援室長  それでは、私のほうからご説明をさせていただきたいと

思います。着座にて失礼いたします。 

 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。 

 今回、指定管理者は公募となりますが、募集関係書類としては、主に「募集要項」、

「管理運営の基準」、「選定基準」がございます。これら各資料の概要について、穴川コ

ミュニティセンターの資料を例に、ご説明したいと思います。 

 はじめに、資料３－１「募集要項」について、ご説明いたします。 

 この「募集要項」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

であり、指定管理者制度を所管しております業務改革推進課が全庁的に標準的なひな形と

して示しているものを基に作成しております。 

 主な項目について、かいつまんでご説明させていただきます。 

 資料３－１、７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、記し

ております。 

 次のページ、８ページをご覧ください。 

 「３ 公募の概要」ですが、こちらは管理対象施設、指定期間、業務の内容、選定の手

順について定めたもので、ご覧のとおりでございます。 

 続きまして、ページ右側、９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、管理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」を記載しております。 

 また、少し先のページになりますが１１ページには、「（５）指定管理者制度導入に関

する市の考え」として、制度導入による市の狙い（見込の効果）、その狙い（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、あわせて、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。 

 次の項目で、「５ 指定管理者が行う業務の範囲」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、再委託について定めております。具体的な業務
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の詳細については、後ほど「管理運営の基準」でご説明いたします。 

 次の項目です。「６ 市の施策等との関係」についてですが、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、１３ページをご覧ください。 

 １３ページ、「７ 指定管理者の公募手続」でございますが、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。 

 続きまして、１５ページの「８ 応募に関する事項」につきましては、選定結果を左右

する重要事項である応募資格及び失格事由、応募書類、留意事項などを定めております。 

 ここで１点補足をさせていただきますと、新型コロナウイルス下でのコミュニティセン

ターの運営についての提案等に関しましては、専用の提案書を設けるのではなく、例えば

提案書様式第８号、備品管理、清掃、警備などについて書かれている様式ですとか、第１

３号の「（３）施設利用者への支援計画」、施設利用者への支援をどのように行うか等の

運用を書く様式ですけれども、このような提案書様式の項目それぞれの中でご提案いただ

くということになっておりますので、ご承知おきください。 

 続きまして、２０ページになります。「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

の還元について記載しております。 

 なお、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、「（５）利益の還元（剰余金の取扱い）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、お願いをしているところでございます。 

 次に、２３ページをご覧ください。 

 「１０ 審査選定」についてですが、選定方法や審査基準の概要について記載しており

ます。 

 また、次のページ、２４ページの「（２）審査基準」では、各審査項目及び小項目ごと

の配点についても示しております。 

 次に、右側２５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

に関しては説明を省略させていただきたいと思います。 

 「募集要項」につきましては、以上でございます。 

 続きまして、「管理運営の基準」について、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 資料３－２をご覧ください。９５ページから始まっております。 

 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
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理業務の水準を示すものです。 

 大まかに、対象施設の概要、指定管理者が行うべき必須業務、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。 

 「管理運営の基準」につきましては、以上でございます。 

 続きまして、「選定基準」について、ご説明させていただきます。 

 資料３－３と３－４は飛ばしまして、資料３－５をご覧ください。 

 こちらは、先ほどご覧いただいた「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おります。 

 委員の皆様には、１０月に開催いたします部会において、これらの「選定基準」に示す

「採点基準」を踏まえ、応募者から提出された提案書の内容について、点数をつけていた

だくこととなります。 

 簡単に、審査方式及び採点方法等についてご説明させていただきます。 

 ２１８ページをご覧ください。次のページになります。 

 「１ 審査方式」でございます。 

 まず、「（１）形式的要件審査」ですが、提案書を含む応募者からの提出書類が、「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し、事務

局より委員の皆様へ報告いたします。 

 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ご報告いたします。 

 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。 

 なお、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り順位を決定いたします。 

 次に、２２１ページをご覧ください。 

 「３ 提案内容審査」についてです。 

 ここでは、提案内容審査の詳細について、ご説明させていただきます。 

 「（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。 

 次のページの２２２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が、その他、次の表の審査項目については、市が期待する事項
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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を追加のほか、「配点」を変更す

ることも可能となっております。 

 次に、２２３ページ、右側のページをご覧ください。採点方法についてです。 

 「ウ 各項目の審査・採点方法」のうち、まず「（ア）原則」でございますが、こちら

に記載されておりますとおり、一部の審査項目を除き、原則５段階評価にて採点を行って

いただきます。表の上から説明いたしますが、まず、一番上の項目で「大きな効果が見込

まれる」場合には「Ａ」評価とし、配点に１．０をかけた得点となります。 

 次に「Ｂ」項目ですけれども、「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」評価となりまして、０．８をかけた得点となり

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、

こちらは「Ｃ」評価となりまして、配点に０．６をかけた得点となります。 

 その下が、「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」、こちら「Ｄ」評価となりまして、０．２をかけた得点となります。 

 一番下が、「管理運営の基準等で設定した水準に明らかに満たない提案がなされている

場合」になりまして、これは「Ｅ」評価となりまして、かける数字は「０」ということに

なります。 

 なお、過半数の委員の方が「Ｄ」評価とし、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

であるか否かを判断していただくこととなります。 

 また、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。 

 次に、同ページの「（イ）上記原則によらない審査項目」についてご覧ください。 

 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。 

 ２２４ページから２３１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。 

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

説明いたします。２２８ページをご覧ください。 

 この項目では、「基礎点」と「加算点」の合計が得点となります。 

 まず、「基礎点」ですが、提案額が基準額を超えない場合には、配点の６０％である１

５点を加算します。 

 次に、「加算点」ですが、配点の残り４０％の１０点について、「基準額からの削減

率」を目標削減率である１０％で割った値をかけ、算出したものを言います。 

 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、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、

ここの項目では先ほど説明した「基礎点」及び「加算点」で得点を出し、その提案額の妥
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当性については「収入支出見積りの妥当性」の項目にて慎重に審議していただくこととな

ります。 

 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特典とし、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団体であった場合も同様に審査いたします。 

 「選定基準」につきましては、以上でございます。 

 続きまして、「基本協定書」、「指定管理者指定申請書類」についてですけれども、こ

れまでご説明してきました資料のほかに、この二つの資料がございますので、資料３－３

にお戻りいただきまして、１２３ページですけれども「指定管理者指定申請書類」がござ

いまして、ここの一覧に記載の様式が今回の応募の際に使用する様式となります。 

 続いて、資料３－４、これが１９５ページになりますけれども、こちら「基本協定書」

になりまして、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。 

 募集関係資料の概要については、以上でございます。 

 最後に、審議の流れについて、ご説明させていただきます。 

 審議の流れにつきましては、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」を公表いたします。「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。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

  ただいまの事務局からの説明について、何かご質問はございますか。 

○藤沼委員  資料３－１のうち、指定管理料の基準額についてどのような考え方でこの

ような数字が出てきたのか教えてください。 

 もう一つは、２２ページの還元方法についてですが、「募集要項」には「市の発行する

納入通知書により市に納付するものとします」となっています。一方で、資料３－４の

「基本協定書（案）」の２１０ページにおいては、「前２項の規定による還元の方法につ

いては、年度協定書において定めるものとする」と規定されています。 

 「基本協定書」にはこの前２項の規定による還元方法については、年度協定書に定める

と書いてありますが、「募集要項」に基づけば、還元の方法は市が発行する納入通知書に

より納付ということしか書けないのではないか。現指定管理者は、実態として物品による

納付等の対応をしていますが、今はどんな規定でやっているのか明確に説明していただき

たい。 
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○稲垣部会長  要するに、この資料３－４の「基本協定書」とこの「募集要項」が一致

しているのかということですね。 

○藤沼委員  そうですね。現在の指定管理者は、金銭よりもむしろ備品だとかそういう

ものでの還元が多いですね。今の規定と、以前の規定が同じなのか。同じである場合、ほ

かの方法で定めると書いてあるが、これを定められるのかという疑義があるわけです。あ

くまでも単純、純粋に読めば、この方法しか年度協定書に書けないかのではないか。事務

局としてはどういう見解をお持ちか教えていただきたいなと思います。 

○稲垣部会長  どうぞ。 

○大須賀地域づくり支援室長  まず、順を追って指定管理料のほうからご説明をさせて

いただきたいと思います。２１ページで指定管理料基準額がどのような考えで積算されて

いるかというご質問が１点目だったと思いますけれども、指定管理料につきましては、主

に指定管理者制度において見込まれる支出となります。人件費、事務費、管理費、委託費、

備品購入費などの支出に要する経費が総経費になってきますけれども、そういった経費か

ら見込まれる収入額、利用料収入等がこれに当たりますけれども、これを差し引いたもの

が指定管理料という形で積算されております。簡潔に言いますと総支出額から利用料収入

を引いたものという形になります。 

 あと、２点目にいただいたご質問の「募集要項」２２ページの還元方法につきましては、

今後、交わす予定である基本協定書の中で、還元の方法については年度協定書で定めると

しています。ここに、例外規定のようなものを置いているのですけれども、ご指摘として

は、募集要項に納入通知書で市に納付するとあり、現金想定の記載がありますけれど、現

金と明示して募集しているのに、例外について何も書いていないということが、ちょっと

整合しないのではないかというご指摘だと思いますが、それによらない場合があるという

ことは「基本協定書」に記載されていますので、「募集要項」にこの旨を書き表すべきか

どうかというところについては、何らかの記載が必要かとも思われますので、ご意見とし

て預からせていただきまして、また還元の方法等についてはお示しさせていただきたいと

思います。 

 ご説明としてはこちらからは以上でございますが、いかがでしょうか。 

○稲垣部会長  結局、この今の資料３－４だと、もう基本ルールが決まっているわけで

すよね。決まっているのは、還元の方法については「年度協定書」で定める。実態的なも

のは、もうこれで決まってしまって、方法だけは「年度協定書」で決めるということです

よね。実態的要件は１項、２項で決まっている。３項で還元の方法だけは「年度協定書」

で決める。 

○大須賀地域づくり支援室長  そうですね。還元の方法が現金によるものなのか、ある

いは現物によるものなのかということが、ここで言うところの方法になるかと思われるの

ですけれども、ちょっと「募集要項」では金銭のみと読める部分も確かに。納入通知書と

いう限定的な記載がございますので。 

○藤沼委員  「年度協定書」で定めるときにこれしか書けないのではないか。「募集要

項」には金銭納付でやりなさいとしているわけだから。物品等でそれを還元するというこ

とが、選択肢として本当はないはずなのではないか。 

○大須賀地域づくり支援室長  募集時点では、相手方に提示されていない方法が書いて
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いるという意味ですね。 

○藤沼委員  それを「基本協定書」で別に定めるとなっているから、拡大解釈して、何

でもいいのだなと解釈してやっていると捉えられないか。 

本来、募集要項に書いてあるわけだから。この方法を「年度協定書」に定めるべきだ

と思う。純粋にここは、そういうふうに解釈するべきではないかと思っている。そうでは

ないとするとどのような解釈になるのか。 

○大須賀地域づくり支援室長  ここに関しては、現状の運用としては、現物での還元を

認めています。 

○藤沼委員  その解釈をするならばどういう根拠で認めたのか。本来であればおかしい

のではないか。 

○大須賀地域づくり支援室長  確かに「募集要項」上明示されるべきではないかという

ことだと思いますので。そこに関しましては、申し訳ございません、ご意見として承らせ

ていただいて、ひな形を作っている市民総務課とも協議をさせていただきたいと思います

ので。 

○稲垣部会長  では、それでよろしいですね。 

 ありがとうございました。 

 ほかに質問。 

 どうぞ。 

○印南委員  指定管理料が約２億円ですよね。この２億円で会社が幾らもうかるのかと

いう計算はしてないですよね。 

○稲垣部会長  すみません、どの資料のことを言っていますか。 

○大須賀地域づくり支援室長  まず、今、事務局のほうから総論的に全体のところをご

説明させていただいておりますので、この後、穴川コミュニティセンターの状況について

ご説明いたします。印南委員がおっしゃっている２億円は穴川コミュニティセンターの指

定管理基準額のことかと思いますので。穴川についてご説明させていただいてから、ご質

問いただくということでいかがでしょうか。 

○稲垣部会長  今のご説明の部分については、いかがでしょうか。ほかにないですかね。

膨大な資料で、本当は１日で終わらないかもしれないほど聞きたいことたくさんあります

よね。 

○藤沼委員  あまり関係ないですけれども、自宅で仕事している人が多いので、このコ

ミュニティセンターをシェアオフィスみたいな、そういう使い方にするなんてことはでき

ませんか。 

○大須賀地域づくり支援室長  今の施設の目的からしますと、なかなか難しいかと思い

ます。９ページ上の設置目的等というところで、ビジョンですとかミッションというとこ

ろがありますが、ここに記載させていただいている範囲内に入るかどうかというところが

あります。基本的にはコミュニティ活動の促進ですとか。今、確かにコロナの関係でにぎ

わうとかそういったことがちょっと難しい状況も出ておりますけれども、施設の設置目的

を踏まえ、また、営利目的の利用は認めないとか、そういったような制限もありますので。

今時点では難しいのかなと思われます。 

○藤沼委員  分かりました。 
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○稲垣部会長  ほかに。いいですか。 

○稲垣部会長  私もちょっと、解決できないような質問かもしれませんけれども。資料

３－１の１１ページです。資料３－１の１１ページの成果指標の数値目標がありますが、

コミュニティセンターはこういう数値目標しか基準がつくりにくいのだと思うのですけれ

ども。今回、コロナの問題があって、従来の積み上げで単純に数値目標を設定した場合に、

達成できない可能性がかなり高いと思うのです。今は、むしろ減っているのですかね、こ

ういう人を集める数値目標をどういう、過去の計算式なんかで３％とか、何％とかアップ

していった計算だとか、いろいろ計算があると思うのですけれども、そういう計算につい

てちょっとご説明いただいて、それがそれで妥当かどうかというふうな意見をいただきた

いと思います。 

過去５年間こうやって順番に上がっていたら、この延長で行くはずといったって、今はむ

しろ常識的に何％。何割減ですよね、実際に。これが来年４月から急に良くなるとはなか

なか思えない。 

いわゆる新常態になっている。それに加えての目標がまたどうなのか、あるいは考え

たけどこう言うしかなかったとか。説明は一回いただきたいなと思っているのですけど。 

○大須賀地域づくり支援室長  そういたしましたら、穴川コミュニティセンターのご説

明の際に。 

○稲垣部会長  一緒でいいです。 

○大須賀地域づくり支援室長  そうですね。穴川コミュニティセンターともう一つござ

います長沼コミュニティセンター、それぞれ指標の設定のご説明はさせていただきたいと

思いますので、各論的なところでご説明をさせていただければと思います。 

○稲垣部会長  共通の問題だと思いますので。それはそれで結構です。 

○稲垣部会長  では、ほかはよろしいでしょうか。 

（なし） 

○稲垣部会長  それでは、各施設の募集条件等に係る審議に移ります。 

 まず、千葉市稲毛区穴川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。 

○大須賀地域づくり支援室長  それでは、稲毛区穴川コミュニティセンターに係る募集

関係書類につきまして、ご説明をさせていただきます。 

 各種類の概要につきましては、冒頭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、こちらを中心にご説明させていただきたいと思います。 

 まず、資料３－１の９ページをご覧ください。 

 「４ 管理対象施設の概要」でございますけれども。先ほども印南委員からのご質問の

際に簡単に触れさせていただきましたが、「（１）設置目的等」でございますけれども、

本施設の条例上の設置目的は、市民のコミュニティ活動のための施設として設置されてお

ります。設置目的から導かれるビジョンですが、「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にミッションは、「コミュニティ活動の場を低廉な料

金で安定的に提供すること。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



 
 

 ―１１― 

と。」の３点としております。 

 次の項目で、「（２）特徴」にございますように、当施設の特徴としては、「ア コミ

ュニティ活動の場と機会の提供」をする施設であるとともに、「イ 情報発信、相談機

能」を併せ持つ機能としております。 

 次の項目、「（３）地域の特性」でございますけれども、こちらは平成２７年度の選定

評価委員会の意見を反映し、今回から地域の特性を募集要項に記載することになったこと

で、コミュニティセンターごとの地域特性を記載しております。内容につきましては、ご

覧のとおりでございます。 

 続きまして、次のページ、１０ページをご覧ください。 

 「（４）施設の概要」についてでございます。 

 穴川コミュニティセンターは、令和３年度に大規模改修を予定しておりますので、施設

概要の下のほうになりますが、施設の特徴の中に、当施設は令和３年度に大規模改修工事

を予定していること。この大規模改修工事により施設の休館が見込まれますけれども、工

事期間等の詳細は現時点では未定なこと。それに伴う指定管理料の見積りについて記載し

ております。指定管理料の見積りについては後ほど「９ 経理に関する事項」でご説明い

たします。そのほかの項目につきましては、ご覧のとおりでございます。 

 次に、右側のページ、１１ページをご覧ください。 

 「（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、本施設は制度導入に

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もらうという効果を見込ん

でおります。したがって、市としては、この制度導入の効果を達成するため、指定管理者

に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

とを期待しております。具体的な成果指標としては、先ほど稲垣部会長にご質問いただい

た部分のご説明に当たるかと思いますけれども、具体的な成果指標につきまして、諸室に

ついては施設稼働率を設定しております。施設稼働率の数値目標は６０．８％以上を目標

として設定しておりますが、新型コロナウイルスの影響があるもののコミュニティセンタ

ーの諸室の主な利用者層である高齢者人口の伸びも見られることから、今後も過年度の伸

び率の平均とほぼ同水準で推移するものと判断し設定したものとなります。 

 なお、令和元年度は新型コロナウイルスの影響があったことから、平成２８年度から平

成３０年度の稼働率の伸び率の１年当たりの平均値を０．３％と見込みまして、新型コロ

ナウイルスの影響がなかった直近年度の平成３０年度の実績から、次期指定管理期間最終

年度まで、この伸び率と同水準で推移すると見込んだ数値を目標として設定しております。 

 次にスポーツ施設、いわゆる体育館の成果指標につきましては、施設利用者数を設定し

ております。施設利用者数の数値目標は２万人を目標として設定しておりますが、こちら

も新型コロナウイルスの影響を踏まえ、平成２８年度から平成３０年度の伸び率の平均値

を今後の伸び率として見込むところですけれども、これはマイナス０．４％と微減してお

ります。また専用使用について、予約の使用になりますが、専用使用については９割を超

す稼働率を示しておりますので、今後も現状維持を図っていくべきものと判断しておりま

す。 

 微減した伸び率も勘案いたしますと、数値目標としては新型コロナウイルスの影響がな
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かった直近年度の平成３０年度の実績並みとし、伸びはないものとして据え置いておりま

す。 

 なお、市が設定した成果指標に加え、指定管理者が自らその他の指標を設定し、提案す

ることも可能となっております。 

 次に、下の項目、「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、資料３－２の「管理運営の基準」に記載しております。 

 続きまして、少し飛びまして２０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「イ 

指定管理料」でございますが、当施設の管理に係る指定期間全体の指定管理料の基準額は

１億９，９３４万３千円としております。 

 なお、先ほど１０ページの「（４）施設の概要」で触れさせていただきましたが、当施

設は令和３年度に大規模改修工事を予定しておりますので、工事の間施設の休館が見込ま

れます。工事期間等の詳細が現時点では決定しておりませんので、施設の休館がないもの

と仮定して指定管理料の見積りを行うことと、休館に伴う指定管理料への影響については、

毎年度の指定管理料の協議によって併せて協議することについて記載しております。 

 次に、２４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。これらの詳細については、後ほど「選定基準」においてご説

明させていただきます。 

 「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をご覧ください。 

 まず、資料３－２の９７ページでございます。 

 「２ 施設運営に関する業務の基準」ですけれども、こちら９８ページから１０１ペー

ジにかけまして「（１）施設貸出業務」、１０１ページから１０２ページにかけまして

「（２）市からの事業実施受託業務」について記載しております。また、１０２ページに

なりますけれども、今回、「（３）新型コロナウイルス感染防止策の実施」について追加

しております。 

 １０２ページのその下の「（４）その他の業務」といたしましては、利用者支援や災害

時の対応等について記載しておりますほか、その先のページの１０６ページからになりま

すけれども、「３ 施設維持管理に関する業務の基準」と記載してございます。 

 少し飛びまして１１２ページをご覧ください。 

 「（８）駐車（駐輪）場管理業務」でございますけれども、穴川コミュニティセンター

においては駐車場・駐輪場が区役所の管理業務に含まれますので、管理については業務と

しておりませんが、公共交通機関での来館を促すほか、混雑予測などをホームページ上で

掲示することなど、混雑緩和に努めることについて記載しております。 

 続きまして、また少し飛びますが１１８ページでございます。 

 １１８ページの「６ 自主事業」ですが、自主事業の実施に係る留意点を記載しており

ます。留意点について読み上げさせていただきますと、「ア コミュニティ活動のきっか

けとなり得るような各種事業を計画すること。」、「イ 各種計画事業が特定の年代や性
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別に偏らないようにし、また、世代間交流を考慮した企画を実施すること。」、「ウ 高

齢者、障害者、乳幼児連れ等の者が参加しやすい企画にすること。」、「エ 通常の利用

者の利用の妨げにならないよう、実施施設、時間帯等に配慮すること。」、「オ 指定管

理者は自主事業の実施に際し、各種助成金、協賛金等を活用することができる。」、「カ 

指定管理者は自主事業の実施のために施設を利用できる。その場合の施設利用料金は全額

を指定管理者の負担とする。」、「キ 自主事業の経費は市が支払う指定管理料に含まれ

ない。」 

 以上でございます。 

 「管理運営の基準」につきましては、以上でございます。 

 続きまして、資料３－５の「選定基準」について、ご説明をさせていただきます。 

 資料３－５の２２１ページをご覧ください。 

 「３ 提案内容審査」についてです。そのうち、当施設の指定管理者選定における各審

査項目及び配点はご覧のとおりといたしました。重要な審査項目として位置付け、配点を

加点しているものについてご説明をさせていただきたいと思います。 

 次のページ、２２２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、こちら設置目的、ビジョ

ン、ミッション、適正な理解に基づく施設の管理・運営を行うため重要な項目であること

から１０点と設定いたしました。 

 次に、４、「（４）施設の利用促進の方策」です。これにつきましては、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ことから、１０点としたも

のでございます。 

 続きまして、４、「（７）成果指標の数値目標達成の考え方」でございますが、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点としたものでございます。 

 その下、４、「（８）自主事業の効果的な実施」についてでございますが、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点としたもの

でございます。 

 その下、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点としたもので

ございます。 

 最後に、５、「（２）管理経費（指定管理料）」でございますが、管理経費の縮減は市

民サービスの向上となる指定管理者制度の目的の一つである一方、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ということを踏まえまして、全市的な方針に基づ

く配点割合である満点の５％以上２０％以下の範囲内で２５点としたものでございます。 

 千葉市稲毛区穴川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。よろしくお願いいたします。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 ただいま事務局よりご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含

めてご意見お願いします。 
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 どうぞ。 

○印南委員  それで、２億円近くで、この会社は幾らもうかるのかと。 

○大須賀地域づくり支援室長  指定管理料につきましては、先ほど印南委員からのご質

問にもあったとおりということで、総支出額から利用料収入相当額を差し引いたものが指

定管理料になっておりますので、もうかるかといいますと、収支はとんとんになるように

組まれています。 

○印南委員  けど、とんとんだと誰も応募しないですよね。 

○大須賀地域づくり支援室長  そこに関しては、いわゆるインセンティブとして自主事

業の実施による追加の収入ですとか、あるいは指定管理者のほうの削減努力等で、経営努

力により、今回設定しております指定管理料の中で利益が出るような活動をしていただく

ことになるかと思われます。 

○印南委員  その利益はどこに。その利益は幾らか分かります。 

○大須賀地域づくり支援室長  それに関しては、この後の提案で指定管理者が幾らの額

で応募してくるか次第でございますので。あくまでここは指定管理基準額ということで、

上限額を示しております。それに対して指定管理者が幾らで応募してくるかは、これから

の応募次第になります。 

○印南委員  原則的には、もうからん仕事は絶対に受けない。収支決算書に出てくるよ

うなこんな利益だと絶対に受けない。だから、合理的なぐらいの利益がどこかに出ている

はず。それを通常は人件費とか自分のところの人がこの事業に担当するでしょう。その費

用の付け替えがあるのですよ。その費用の付け替えした分だけが本体のほうの利益として

残る。だからそれが幾らあるのかというのが知りたいわけ。これで利益があるのであれば、

大きな利益があるのであれば、この２億円はもっと下げることができる。だから、その利

益が分からないと、この２億円が適正かどうかというのがよく分からない。 

○大須賀地域づくり支援室長  今、この積算においては、その判断はできないというか、

数字としては出てこないところですけれども、ただ、実際に今お話になっているように現

指定管理者は法人としては黒字です。ただ、穴川コミュニティセンターを年度で見ていき

ますと少し赤字の状態になっています。実は指定管理料１億９，９０３万円については、

前回の指定管理上限額からは予算上増額をしております。これについては、指定管理料が

これまでの経緯で徐々に下がってきて、少し下がり過ぎているというところもありまして、

今回は指定管理料を少し積み増ししています。経営上もうかるからと、多くの起業が参入

するような考えが起きるような額ではないかもしれません。 

○印南委員  これは実を言うと、かなりそういう数字が出てくるかどうか難しいのです。

これは市がいろいろな例えばコンピュータのソフトウエアなんか委託するでしょう。競走

させて取るではないですか。取ったときに、では、それを取ったら、そのプロジェクトで

幾らもうかるかというの出してくれと言っても、なかなか出してくれない。だから、難し

いと言えば難しいのだけれども、できるだけ利益がどれだけ出ているかというのは知らな

いと、この２億円が適正かどうかというのはよく分からない。僕の理解では、多分、８％

ぐらいの利益は出てないとおかしいのではないかというふうに感じていますね。 

 だから、この管理が終わるでしょう。次に財務諸表が出てくるではないですか。その次

に出てきた財務諸表を見れば、どれだけもうかったかというのは、幾らかもうかっている
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はずだから、それが利益だと思いますよ。 

終わった後に実際の財務諸表が出てくるでしょう。その中に利益が含まれているはず。

だから、１年前のと、その次の利益と比べてみたら、売上の増加は多分、管理料を取った

ときの売上の増大になると思うけれど、それにある利益が財務諸表の中に出ているはずだ

と思っているけれど。これは既存のビジネスの利益の増減と相殺されてしまうから正確に

は出ないけれど。だから、たくさん市とか県のこういうプロジェクトがたくさん取ってい

るところがあるわけ。それをもうかるから取っている、基本的に。 

○大須賀地域づくり支援室長  そうですね。うまみがないとなかなか参入してこないと

は思いますが。 

○印南委員  そう。何とかしてその利益幾らというのは知りたいなというのはあるので

す。以上です。 

○大須賀地域づくり支援室長  申し訳ないですが、この場でどのような利益が法人全体

としてでているかというのは。 

○印南委員  それでいいし、これは僅か２億円ぐらいですから、そんなに大きな金額に

ならない。これが１０億とかになったら、かなりなものになりますからね。 

○稲垣部会長  すみません、ちょっと確認ですけれど、結局ご意見としてはどういうご

意見、結論としてどういうご意見を言われたのか。 

○大須賀地域づくり支援室長  委員のご趣旨としては、約２億円の指定管理基準額につ

いて、指定管理者として応募した者が、最終的にどれだけの利益を得ることになるかの見

立てはどうなのかというご質問だったと思うのですが。 

○印南委員  そう。その利益の源泉は人件費の付け替えだと思って。 

○大須賀地域づくり支援室長  ただ、現在、市が設定しているのはこのぐらいかかるだ

ろうという支出に対して、見込んだ利用料収入との差という考え方で指定管理料を出して

います。利益率というところは、今時点では考慮に入っていないと思われます。 

○印南委員  一番、問題があるのは、この人員配置があるでしょう。１０人ぐらい配置

するではないですか。すると、上のほうの管理の人間というのは、みんな兼任なのですよ

ね。要するに本社と兼務にしておいて、兼任だと。この兼任の給料をこちらにつけられて

いい。彼らの給料は全然増えないから、通ったとしても。ということは、本体のところも

人件費が増えるのです。 

 だから、専任ではないこの人、非常勤の人、これの給料が問題だと思っている。これは、

そのように感じているだけですけれどね、実際に証拠はない。 

 けれど、利益のない仕事はしないから、多分そうなのだなというふうに思っている。難

しいから、これは今すぐやれとか、ではなくて、日頃思っていますよということ。 

○大須賀地域づくり支援室長  先々の話としてのご意見ということで、ありがとうござ

います。 

○稲垣部会長  ちょっと私も誤解かもしれないのですけれども、その指定管理料は結局

この資料３の２２２ページで言うと、提案額を応募した企業が出すわけですよね、これだ

け欲しいという、そういう提案を出すわけではないのですか。 

○大須賀地域づくり支援室長  基本的には、こちらの２１ページにお示ししている基準

額はあくまで上限額ですので、それに対して、指定管理候補者として応募をする事業者は、
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この額でやりますと提案してくることになります。 

○稲垣部会長  という提案を出すわけですよね。そこの配点は結局２５点になっている

けれども、企業がそれでうちはこの金額でやれますというふうな提案を出してきて、それ

を採点するのかなというふうに思っているのですけど。 

○大須賀地域づくり支援室長  金額については、ここの今おっしゃったように５、

「（２）管理経費（指定管理料）」のところで、安く出してきている場合は、１０％で最

大の加点になるようになっておりますので、ここでそういう削減というか、削減の努力に

関しては評価しているということになりますけれども、あまり極端な削減をしてきている

場合は加点にはしませんということになります。 

○稲垣部会長  あまり内容を細かく触れないで、トータルでこれは委員会としては２５

点の範囲でいい提案だねという抽象的な考えでこの２５点の採点をつけるということです

か。 

○大須賀地域づくり支援室長  指定管理料の採点に関しましては、おおむね計算上、機

械的に決まってしまう部分になっていまして、まず、指定管理上限範囲内だと１５点がつ

きまして、更に削減してきた割合で最大１０％までが加算点がつきます。なお、指定管理

料を下げてきた場合は、今度は上の項目にある「（１）収入支出見積りの妥当性」という

項目があるのですけれども、そこの中で、本当にこの収入支出が妥当なのかを審査すると

いうことになってくるかと思いますので、極端に下げ過ぎているこの業者は本当に大丈夫

なのかというようなところをご審査いただく感じになります。あくまで指定管理料の額自

体は計算上の評価になります。 

○稲垣部会長  結構、採点の仕方が難しいですよね。その場で瞬間的に点数をつけるの

は非常に難しい感じする。 

○大須賀地域づくり支援室長  １０月にまた選定をやる際には、ヒアリングですとか、

あるいは事前のご説明というのはさせていただくことになると思いますので、今、全部こ

こで覚えていただくというところまでは大丈夫だと思います。 

○稲垣部会長  少し取り留めのない話になりまして、ほかに。どうぞ。 

○印南委員  こういうコミュニティセンターのような施設の利用を高めるといったとき

は、マーケティングが必要。マーケティングが必要というのは、ここにコミュニティセン

ターがありますけれど、それから１キロ以内にはどういう人種の人が住んでいて、年齢層

はどう、そういうデータって、それでそのうちに実際ここに来ているのは、１キロの人は

何％、８０歳以上は何％とかという、そういう資料があって、それでではどこを攻めてい

くのかというようなストラテジーがあるというのが通常なのだけれど、どこのセンターで

もそういうのは全然出てこないですよね。そういう考え方はないのかなと思って。 

○大須賀地域づくり支援室長  マーケティングとまでは言えないですけれども、利用者

アンケートというのは、年２回取っています。 

○印南委員  それは、実際使っている人のアンケートですよね。 

○大須賀地域づくり支援室長  そうです。 

○印南委員  本当は、その使っていない人、これから吸い上げないといけない。その動

きはない。 

○大須賀地域づくり支援室長  現指定管理者の話になりますけれども、例えばうちの区
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内ですと長沼コミュニティセンターは未利用者アンケートというのを実施しています。 

○印南委員  未利用アンケートをやっている。 

○大須賀地域づくり支援室長  やっておりまして。 

○印南委員  それはいいことですね。 

○大須賀地域づくり支援室長  施設外でですね。 

○印南委員  それはどういうところ。 

○大須賀地域づくり支援室長  長沼ＣＣの近くにフレスポ稲毛というショッピングモー

ルがありますが、そこに出向いてアンケートを取ったりというような活動はしていると聞

いております。 

○印南委員  それはいいですよね。 

○大須賀地域づくり支援室長  ただ、そこはやはり指定管理者の稼働率を上げるための

取組みの一つとして、指定管理者の裁量でやっていただいているということです。 

○印南委員  やっているのですね。 

○藤沼委員  ちょっといいですか。今の先生がお話ししたことは、非常に大事なことで

す。これまで指定管理者のアンケート任せですよね。そうではなくて、やはり千葉市とし

てこの地域の人口動態だとか、類似施設の状況だとか、そういうものを広くきちっと統計

的に把握した上で、成果指標を設定するべきではないかという気がします。 

 ある時期を町丁別に区切った人口動態が、何歳から何歳までは何人いるというような感

じで統計的に出てきます。よく言われるのは昼間人口で、土日は別として、昼間いる人は、

お年寄りと小中学校に通っている子どもしかいない。そうすると本当にどういう人たちが

いて、どういうふうに使ってもらえるのかというのがおのずと見えてくるのではないか。 

 それで、やはりそういった統計から徒歩圏で来る人、自転車で来る人、公共交通機関な

り車を使って来る人といった利用実態が本当にどのようになっているのか、アンケートし

てもらえばいい。きちっと整合性を取った整理が今後必要なのではないか。 

 ずっと過去の５年単位の実績を見ているだけなので、非常に変化が激しくなってきてい

るし、不可欠な要素がいっぱいあるので、そういうところもよく見た上で、募集にあたっ

ては、きちんとしたデータを出して、応募者がそういう資料から構想が練られるよう提示

していく必要がある。 

 それから、外国人が増えてきているので、これからは外国人のことも考えていく必要が

ある。それには、やはりもう少しアンケート調査をする上でも、市のほうが介入していい

のかなという気はする。 

○大須賀地域づくり支援室長  分かりました。確かにやはりここの利用者がどういう利

用者層なのかは、来た人の情報を集めなければいけないと思いますけれど、恐らく少し難

しいかもしれないなと思うのは、居住地です。利用に当たっては住所情報を基本的には取

っていませんので、やっぱりどこかの時点を捉えてアンケートみたいなもので情報を収集

するとか、そういったような手法になってくるかと思われます。例えば次の指定管理期間

で、ある程度、経年的にそういった情報の収集をしてみるとかというような。 

○藤沼委員  この数字が過去のその実績値の平均値だとか、そのときの社会的要因を見

てアップダウンできればいいが、それが突然できなくなる可能性もある。目標を上げたけ

ど達成できないというものが出てくることもあるかもしれない。 
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○大須賀地域づくり支援室長  もう少し、ほかの要素を取り入れて目標設定を考えるべ

きではないかということでしょうか。 

○藤沼委員  という気はします。 

○大須賀地域づくり支援室長  ありがとうございます。そこは、やはり情報の収集とい

うプロセスが出てくるかとは思われます。 

○藤沼委員  基本的には、利用料収入とまず自主事業で利益を上げなさいと、基本的に

はもうけを出しなさいと、そのために創意工夫をしなさいというものだと思っています。 

 一方で、基本的には基準額というのは、光熱水費、人件費、軽微な修繕を含め、この金

額で５年間回してくださいということだと思っています。ここは利益を出すというところ

ではなく、あくまでもこれで回していくという数字だと思っています。基本的には頑張っ

て利益をだす部分は、利用料金収入の拡大と自主事業の創意工夫だと理解しています。 

○印南委員  けど、自主事業でもうかっているところってほとんどないですよね。 

○長根委員  やればやるほど赤字になるというような。 

○藤沼委員  ３か所ぐらいですかね。 

○長根委員  私もお二人の議論を聞いていて思ったのですけれども、基本的にこれ、も

うけようという事業ではなくて、本当に地域の人たちのコミュニティづくりが最大の目的

で、それでもうけようという考えがないので、この設定だと思っていて、自主事業と利用

料金収入でもうけようとしても、自主事業に関しては自分で自由に設定できるからいいの

ですけれども、利用料金収入に関しては、これはマーケットメカニズムが働かなくて、と

いうのは、価格がもう決められてしまっていて、業者のほうとしては全然コントロールで

きないのですよね。とにかく量を増やすというか利用者を増やすことでしか上げることが

できないというところで、業者としては非常にもうけづらい構造になっていて、基本的に

こういうものは予算がどんときて、その中で回してくださいというような構造ですよね。 

 これはほかの外国とかの保険システムとかでもそういうところがありますけれども、そ

うなってくると何が起きるかと言うと、結局、質を落としていくというか、費用を節減す

ればするほど、辛うじて利益が出てくるというところになってくるので、構造自体が非常

に業者にとっても難しいところなのかなという点はあるので、そこを市としてはどう考え

るのかなということは少しお考えいただく、こういうもうからない構造をしているわけだ

から。 

○印南委員  けれどね、もうからなかったら絶対応募しない。だから、応募するという

ことは、もうかる。 

○長根委員  何かインセンティブという。 

○印南委員  中にはもうからないところがあって、頼みに行って関係者にお願いします

というところはあるのだけれど。 

○長根委員  ほかにも私は市の施設の評価委員をやった経験があるのですけど、それと

比べても非常に利益の薄い案件なのですよね。 

 ですので、私もどういうインセンティブがあって、業者の方が応募してくるのかという

のはちょっと分からない部分があって、ほかの施設でもこういう物件であったならば、そ

れは５年任されたら、それなりに利益が出るかなと思うのですけれども、非常に難しい。 

○印南委員  さっきの８％と僕が言ったのは、２億円の８％は１，６００万なのです。
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５年間にすると１，６００万というと１年間で３００万なわけ。だから、１年で３００万

の給料が、こちらの給料からこちらの給料に付け替えるというふうに、そういう計算にな

る。だから、安定したビジネスですから３００万円もうかったら、これはよしという話で

はないかなというふうに思います。 

○長根委員  確かに委員がおっしゃるように、普通の商売と比べてリスクはないですね。

確実なビジネスではありますからね。そこは確かに。 

○印南委員  だから、幾らもうかったらやるかという話で８％、ちょっと無理かもしれ

ない。６％だとしていたら２００万ぐらい、それぐらいはもうかる。２００万ぐらいだと、

常任ではない人の給料のせいぜい２割くらい、それだけ付け替えてやれば、もうかるとい

うところです。２００万ぐらいだと、財務諸表を２年間比べても、そんなにはっきりと出

てこない。 

○稲垣部会長  応募者、民間がこうしてくれたらいいといっても、こちらの募集要項で

額が決まってしまうわけですから、やれることは決まってしまいますよね。やれることは

決まっていて数だけと言われても、民間のほうは今のこの時期に数を増やすのは難しい。

数を減らした場合、民間で考えることは、客が１千人いたのが２００人減らしてもやって

いける方法、必ずそういうことを考えているわけです。 

 こっちは、まだ昔ながらに単純に一括で勝負してくれというから、そうすると民間はど

うしていいのか分らないというか。もう考え方を変えていくしかないですけど、これはコ

ミュニティセンターの在り方というものはもう決まってしまっているから、ここで急に在

り方を変えるわけにはいかないですよね。人を集めるのが基本的な発想、コミュニティセ

ンターはふれあいの場を、輪を提供する、そういう理念ですよね。 

○大須賀地域づくり支援室長  指定管理という話から少し離れますけれども、コミュニ

ティセンターという施設の性格として、今のままでいいのかという話は、情勢変化があれ

ば、市としても検討する可能性はあると思うのですが、現状ではまだこれまでどおりのコ

ミュニティセンターということで目的を定めておりますので、今はその目的に沿った選定、

指定管理の実施という形にはなっています。将来的に、例えばコロナですとか、そういっ

た情勢により、そもそも人を集めることがいいことなのでしょうかなど、そういった話が

出てきた場合に、どうなっていくかは、今後、情勢を見ながらという話になってくるのか

なというふうには思います。 

○稲垣部会長  なかなか、募集要項って本当に難しいですよね。こういうふうにやって

くださいと決まってしまうわけですものね。応募者が自由にできない、募集要項の範囲し

かできないのですものね。 

○大須賀地域づくり支援室長  運営についても「管理運営の基準」で決まっていますの

で、著しく職員を減らすとか、そういうことはできませんので、確かに利幅というのはあ

る程度、決まってくるかもしれません。 

○稲垣部会長  要するに、コーラスであれ、何であれリモートでやりますと言ったら２、

３人しか来ないとなって、リモートでコーラスを教えていますといったって、来た人は３

人ですね、なんてなってしまうから、これは今の成果目標だとどうやっていいか分からな

いですよね。ところが、来てもらわなければいけないですよね。 

○印南委員  もういいですよ、僕は。 
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○稲垣部会長  これいろいろな意見があったというぐらいですかね。募集要項、ではこ

ういうふうに変えてくださいというほどの意見は、はっきりないですものね。 

○長根委員  はい。変えられることがちょっと現時点でないのではないかなという気が

いたしますので。 

○印南委員  僕は、ただそういうふうに言ってみただけで、結論はそんなに簡単には出

ないし。 

○大須賀地域づくり支援室長  そうしますと、穴川コミュニティセンターの「募集要

項」と「管理運営の基準」、「選定基準」に関しては、ご意見としてはいただきましたが、

修正点としてはひとまず整理させていただきますと、そこに関しては特にはないというこ

とでよろしかったでしょうか。 

○稲垣部会長  こういうふうな意見もあったので、将来に向けて検討してほしいという

ことですよね。 

○大須賀地域づくり支援室長  今後の課題としてご意見を頂いたということで。 

○稲垣部会長  今、急に「募集要項」を変えるのは難しいですし、今月末頃にはもう募

集要項を公開してしまうわけですよね、スケジュールだと。 

○大須賀地域づくり支援室長  はい。今回いただいたご意見を次の選定に当たっての課

題として、取りまとめている市民総務課にはあげさせていただきます。 

○稲垣部会長  そういうことで。日程はどうなっているでしょうか。 

○大須賀地域づくり支援室長  公表に関しましては、資料３－１で言いますと、８ペー

ジになるのですけれども、この８ページの（４）に「選定の手順」がございまして、ここ

の１ですね、「募集要項等の公表・配付」ということで。 

○稲垣部会長  ３１日。 

○大須賀地域づくり支援室長  これは全市の統一的な期間として、こういった設定にな

ってしまっておりまして。 

○稲垣部会長  ４連休あるしね、間に。 

○大須賀地域づくり支援室長  ただ、冒頭の総論の説明の中で頂いた「基本協定書」と

「募集要項」で記載がずれているのではないかという部分に関しては、修正が要るのでは

ないかという話で意見としては上げさせていただくという形でよろしいですか。 

○稲垣部会長  藤沼委員のおっしゃったように、コロナは別としても、もう少し細かい

年齢別とかいろいろなデータ化していくと、もっと合理化できる感じがしますよね。 

 大学の駅伝ではないけど、今の４年生が卒業していくと次どうなるかと同じで、今たく

さん来ている６５とか、７０の人が次８０になってきて、もう来なくなる、では次の世代

はどうなっているかとか、本当はいろいろな検討が可能ですよね、年代別にうまく分けて

いく。この人たちは、段々もう来なくなるねとか、では次の５０代の人はどうなのだとか、

５０代増えているのか、減っているのかとか。 

○藤沼委員  コミュニティセンターから同心円でやると、徒歩圏内、自転車圏内、車圏

内、バス圏内、その範囲にどれぐらいの人口がいるかというようなことがわかる。あとは

遠くからも本当に好きな人が来ていると思います。 

○大須賀地域づくり支援室長  体育館に関しては、実は花見川区などの近隣の区や、も

っと遠くからも来ているという話は聞きます。学生も相当遠くから来ているようです。あ
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とは、諸室での利用についても委員おっしゃるように、何か特定の活動について愛好して

いる方は、遠くても行ったりするというのは、やはりあると聞いております。 

○藤沼委員  もう空いているところを探してくるということですね。 

○大須賀地域づくり支援室長  市外からの利用者も学生は多いかもしれません。 

○稲垣部会長  そういういろいろな分類をしていったら、結構分かりやすくていいです

よね。 

○大須賀地域づくり支援室長  今、いただいた意見を取りまとめさせていただきますの

で、少々お時間をいただければと思います。 

○大須賀地域づくり支援室長  お待たせして申し訳ありません。一旦、長沼のほうも進

めて、ご意見については、両方併せてお示ししてという形でよろしいでしょうか。 

○稲垣部会長  そうですね、共通の考えですからね。やっている間に書類の説明などは

並行してやっていただけると時間無駄にならなくて済む。 

 では、ちょっとまとめていただく間、議題１はおいて、今度は長沼コミュニティセンタ

ーの募集条件、審査基準に関する説明をお願いします。 

 では、千葉市稲毛区長沼コミュニティセンターについて、事務局から説明をお願いいた

します。 

○大須賀地域づくり支援室長  それでは、ご説明させていただきます。お待たせして申

し訳ありません。 

 資料４－１をご覧ください。 

 まず、２４０ページをお開きいただければと思います。 

 「４ 管理対象施設の概要」の「（１）設置目的等」と「（２）特徴」につきましては、

穴川コミュニティセンターと同様としております。なお、「（３）地域の特性」について

は、コミュニティセンターごとの特性を記載しておりますので、少し穴川と変えてござい

まして、記載内容については記載のとおりでございます。 

 続きまして、２４１ページ、次のページをご覧ください。 

 「（４）施設の概要」についてでございますけれども、こちらはご覧のとおりでござい

ますので、説明のほうは省略させていただきます。 

 次に、こちらのページ右側、２４２ページをご覧ください。 

 「（５）指定管理者制度導入に関する市の考え」についてですけれども、こちらも成果

指標についてご説明をさせていただきます。具体的な成果指標といたしましては、諸室に

ついては施設稼働率としておりまして、施設稼働率の数値目標は４８．２％以上を目標と

して設定しております。これは新型コロナウイルスの影響があるものの、コミュニティセ

ンターの諸室の主な利用者数である高齢者人口の伸びも見込まれることから、今後もある

程度の伸び率をもって推移するものと判断し、設定したものになっておりまして、本来で

あれば、こちらも穴川コミュニティセンターと同様に平成２８年度から平成３０年度の稼

働率の伸び率の平均値を設定するところなのですけれども、長沼コミュニティセンターの

この期間の伸び率の平均を積算いたしますと、年間約３．８％、平成３０年度から次期指

定管理期間最終年度までのこの伸び率で推移するとしますと、２６．６％の伸びになると

いう形になってしまいますけれども、直近の傾向から見てもこれは過大な数値であると見

込まれますので、長沼コミュニティセンターについては、現指定期間の伸び率設定と同様
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に１．０％に据え置くことが妥当であると判断したところでございます。 

 こうしたことから、新型コロナウイルスの影響がなかった直近年度の平成３０年度の実

績から次期指定期間の最終年度まで、この伸び率と同水準で推移すると見込んだ数値を目

標として設定しております。 

 続きまして、スポーツ施設で長沼の体育館になりますが、こちらは施設利用者数として

おり、施設利用者数の数値目標は１万６千人を目標として設定しておりますが、こちらも

新型コロナウイルスの影響を踏まえ、平成２８年度から平成３０年度の伸び率の平均値を

今後の伸び率として見込むところですけれども、こちらも減少傾向にございますので、数

値目標としては新型コロナウイルスの影響がなかった直近年度である平成３０年度実績並

みとし、伸びはないものとして据え置いたものでございます。なお、穴川コミュニティセ

ンター同様、市が設定した成果指標に加え、指定管理者が自らそのほかの指標を設定し契

約することも可能でございます。 

 次に、「５ 指定管理者が行う業務の範囲」については、ご覧のとおりとなります。な

お、詳細につきましては、資料４－２「管理運営の基準」に記載してございます。 

 続きまして、飛びますが２５１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「イ

指定管理料」でございますが、当施設の管理に係る指定期間の全体の指定管理料の基

準額は２億４千万５千円としております。                          

 次に、２５５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。なお、内容については穴川コミュニティセンターと同様とな

っております。 

 「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４－２「管理運営の基準」についてご説明いたします。 

 こちらは３４３ページをご覧いただければと思います。なお、「管理運営の基準」につ

きまして、「２ 施設運営に関する業務の基準」は、「（３）新型コロナウイルス感染防

止策の実施」についての追加項目、先ほどの穴川コミュニティセンターと同様となってお

りますので、ご承知おきください。 

 それから、３４３ページの「（８）駐車（駐輪）場管理業務」についてですけれども、

長沼コミュニティセンターにつきましては、独自の駐車場、駐輪場がございますので、そ

の管理について記載しております。混雑緩和については、穴川コミュニティセンターと同

様でございます。 

 続きまして、３４９ページの「６ 自主事業」につきましては、自主事業の実施に係る

留意点を記載してございますけれども、こちらは穴川コミュニティセンターと同様となっ

ております。 

 「管理運営の基準」につきましても以上でございます。 

 続きまして、「選定基準」になりますが、こちらにつきましても基本的には穴川コミュ

ニティセンターと同様でございますので、説明については省略をさせていただければと思

います。 

 千葉市稲毛区長沼コミュニティセンターに係る募集関係書類の説明は以上でございます。 
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○稲垣部会長  今のご説明に対して質問、意見をどうぞ。 

○印南委員  やはりさっきの２億４千万と２億の違いですよね。 

○大須賀地域づくり支援室長  指定管理基準額が穴川が約２億円で長沼が２億４千万円

という点でしょうか。 

○印南委員  ビルの面積は一緒なのですよね。違いは駐車場だけ。で、むしろ入館者数

が長沼というのは少ない。ということは、２億４千万でいいのかなと。 

○長根委員  恐らくですけど、これぐらいのお金を設定しないと手を挙げる人がいなく

なるという、そういうことですよね、ではないですか。 

○大須賀地域づくり支援室長  ここの額に関しましては、一応これまでの指定管理料の

流れで来ていまして、長沼に関しては指定管理料が思ったよりも下がってきていない、や

はり需要と供給ではないですけれども、そんなに下げて応募してくれる指定管理者が施設

に関してはこれまでの応募においてはなくて、水準としては少し差が出てきているという

ことになるかと思いますけれども、ただ実は穴川コミュニティセンターに関しましては指

定管理料が少し下がり過ぎているのではないかということで、赤字が出ているケース、先

ほど少しお話が出ていたところですけれども、そういった傾向がありましたので、今回の

指定管理料の設定に当たっては、前回から１５％ほどアップして指定管理料を設定してお

ります。現指定期間は約１億７千万円でしたので、今回はちょっと値上げしているところ

ではございます。前回よりは少し差が縮んでいるという状況になっています。 

○印南委員  多分そういうのが正しいでしょう。 

○稲垣部会長  客の入りがだんだん減ってくると、逆に指定管理料上がる関係になって

しまうからね、コスト補填しなければいけないから。成績がいいと管理料は増えるのでは

なくて、逆に減ってないといけないので、どんどん減ってくる地域になってくると管理料

を上げないと利用料金収入が減ってしまうから、そういうところほど管理料が上がる傾向

があるという矛盾した関係なので。 

○長根委員   そうですね。 

○稲垣部会長  しようがないのですよね。人口が減っているようなところ。 

○大須賀地域づくり支援室長  そうですね。そこを担っていただくのに必要な経費とい

うことになります。 

○稲垣部会長  長沼に関しては特別なご意見というのは特にないですか。さっきのとこ

ろ。 

○長根委員   同じなのでないです。 

○稲垣部会長  さっきのところと共通の意見でいいですね。 

○長根委員  はい。 

○稲垣部会長  では、共通の意見としてまとめていただきましたので、還元方法につ

いて、募集要項では金銭納入と限定しているのに対し、「基本協定書」第７１条第３

項において「還元の方法については、年度協定書において定めるものとする。」とし

ており、「募集要項」と「基本協定書」で整合性が取れていないのではないかという

ご意見。 

 それから、成果指標、数値目標の設定について。今後はマーケティング等により地域の

特性、人口比率、高齢化率などを踏まえて考慮してもらいたい。 



 
 

 ―２４― 

 こんなところですかね。今後の課題ですね、どちらも。 

 そういうことで、今日の意見ということでまとめていただいてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  よろしくお願いします。 

 それでは、あとは字句等については事務局と私のほうで委任していただくということで

お願いします。 

○稲垣部会長  それでは、事務局にお返しします。 

○地域づくり支援室職員  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

したいと思います。 

 資料５をご覧いただきたいと思います。 

 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、委員の皆様からのご

意見を勘案した上で、７月３１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１２日に予定しております第３回稲毛区役所部会にて、委

員の方々に審査、選定していただきます。なお、公募による申込みが多数だった場合は、

１０月２８日を審査予備日としております。 

 選定していただいた結果については、稲垣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、横山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、１１月から開催

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。 

 議決を頂きましたら、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。 

 あと、その他ということで、続けてよろしいでしょうか。 

○稲垣部会長  お願いします。 

○地域づくり支援室職員  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

願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○稲垣部会長  では、これで終わりになります。 

○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。 

 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回稲毛区役

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。 


