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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回緑区役所部会議事録 

 

１ 日時：令和２年７月１５日（水）１０：００～１２：００ 

 

２ 場所：千葉市緑区役所 ５階 会議室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

小野寺 浩一委員（部会長）、長根 裕美委員（副部会長）、田辺 圭子委員、 

矢野 正康委員 

（２）事務局 

久我地域振興課地域づくり支援室長、杉田主査、亀田主事 

 

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 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター  

イ 千葉市土気あすみが丘プラザ 

（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 千葉市緑区鎌取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 千葉市土気あすみが丘プラザ 

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  それでは、定刻となりましたので、ただいまより、令和２年

度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回緑区役所部会を開会いたします。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりいただき、誠にありがとうござい

ます。 
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 私、本日の司会を務めさせていただきます、緑区地域振興課地域づくり支援室の杉田と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。すみません、座って進めさせていただきま

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」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

ております。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

にご協力いただき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緑区役所

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、鶴見委員におかれましては、所用により欠席とのご連絡を頂戴しております。 

 続きまして、職員を紹介させていただきます。 

 地域振興課地域づくり支援室長の久我でございます。 

 同じく地域づくり支援室の亀田主事でございます。 

 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、お手元の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」、それから「席次表」でございますが、Ａ４の１枚の

紙になります。 

 それから、次に赤いファイルです。こちらのほうになりますが、こちらをお開きいただ

きまして、資料１が「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回緑区役所部会進行表」

になります。続きまして、資料２が「緑区役所部会委員名簿」です。資料の３－１から資

料３－５までが「千葉市緑区鎌取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「指定管理者募集要項（案）」です。それと資料

３－２が「管理運営の基準」、資料３－３が「様式集 指定申請書類」の様式集になります。

それから資料３－４が「基本協定書」、資料３－５が「指定管理予定候補者選定基準」でご

ざいます。 

 以降、資料の４－１から資料の４－５は「千葉市土気あすみが丘プラザ」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。続きまして、

資料の５、こちらは「今後の予定について」でございます。 

 参考資料の１「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「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「部会の設置について」、参考資料４「緑区役所部会で審議する公の施設一覧」、参考

資料５「千葉市情報公開条例・施行規則 抜粋」、参考資料６－１「千葉市コミュニティセ

ンター設置管理条例及び施行規則」、参考資料６－２「千葉市土気あすみが丘プラザ設置管

理条例及び管理規則」でございます。 

 以上をお配りさせていただいております。資料のほうはおそろいでしょうか。もし不足
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等ございましたら、お知らせいただければと思います。 

 では、続けさせていただきます。 

 また、７月７日付で事前にお送りさせていただいた資料の中から、一部修正になった部

分がございますので、それについてご説明をさせていただきます。 

 まず、１点目ですが、資料３－１「指定管理者募集要項」の６ページの上部分になりま

す。「（５）指定管理者制度導入に関する市の考え」をご覧ください。こちらの表の数値目

標の部分なのですが、事前にお送りさせていただいた資料では「協議中」となっておりま

したが、目標値の設定をさせていただいております。 

 ２点目、同じく資料３－１、今度は１５ページになります。１５ページの下側、「９ 経

理に関する事項」の下の部分です、「<指定管理料の基準額について>」のところになります。

指定管理料の基準額が、これも「協議中」となっておりましたが、ここに金額、３億５，

７９０万８千円、こちらの数字を入れさせていただいております。 

 続きまして、資料３－５の１１ページになります。ここ下半分のところです。「（２）管

理経費(指定管理料)」のところになります。基礎点及び加算点のところなのですけれども、

事前にお送りした資料では、基礎点を１２点、加算点を１３点としておりましたが、これ

が単純に間違いだったのですけれども、基礎点が１５点、加算点が１０点ということにな

ります。 

 ４点目として、同じく資料３－５の１５ページになります。１５ページの下の部分です。

ここも数値目標のところになるのですけれども、ここも「協議中」になっておりましたが、

目標値を入れさせていただいております。 

 今までが鎌取コミュニティセンターの資料の変更点になりますが、資料４－１以降、土

気あすみが丘プラザの資料におきましても、同様の部分を修正させていただいております。 

 具体的には資料４－１の６ページ、こちらの数値目標の部分、それから同じく資料４－

１の１５ページ、基準額の部分、それから資料４－５の１１ページの基礎点及び加算点の

修正、それから同じく資料４－５の１５ページの数値目標というところを修正させていた

だいております。 

 事前資料からの変更点の説明は以上になります。 

 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。 

 本日の出席委員をされている委員は、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ございますので、「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項の規定に基づき、会議は成立いた

します。 

 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、進行のほうを小野寺部会長様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。 

○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、よろしくお願いします。 

 まず、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
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ついて、説明をお願いします。 

○久我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

をさせていただきます。 

 まず、募集関係書類といたしまして、「募集要項」、それから「管理運営の基準」、「選定

基準」、この三つがございます。こちらの概要について、鎌取コミュニティセンターの資料

を例に、ご説明をさせていただきます。 

 はじめに、「募集要項」についてでございますが、資料の３－１をご覧ください。 

 要項では、施設設置管理条例及び管理規則に基づきまして、対象施設の概要や業務の範

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ております。 

 主な内容についてでございますが、２ページをご覧ください。 

 まず、「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、

明記をしております。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 「３ 公募の概要」についてでございますが、こちらには、対象施設や指定期間、選定

の手順、スケジュールなどについて記載をしております。 

 次に、４ページから６ページをご覧ください。 

 まず、「４ 管理対象施設の概要」でございますが、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４ページには施設の設置目的、それから、目指すべき方向性

を示す「ビジョン」や、施設の社会的使命、役割を示す「ミッション」を明示しておりま

す。また、６ページには、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、そのねらいを達成するため、市が指定管理者に期待する役割は何

か。あわせて、管理運営における「成果指標」と「数値目標」を設定し、こちらに明記を

しております。 

 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

べき必須業務及び実施可能な自主事業、また、再委託について記載をしております。具体

的な業務の詳細については、後ほどご説明をいたします、「管理運営の基準」で詳細を示し

ております。 

 次に、「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明記し

ております。 

 次に、８ページから１０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

の具体的な手続をこちらに示しております。 

 次に、１０ページから１５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こちらに明記しております。 

 次に、１５ページから１７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、また、

指定管理料の支払いに関すること、さらに利益の還元について、示しております。 

 なお、各施設の指定管理料の上限額を、こちらに明記をいたしまして、応募者はこの上
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限額の範囲内で指定管理料を市に提案することとなります。先ほどご説明をいたしました

「８ 応募に関する事項」で定めた失格事由にありますとおり、この上限額を超える提案

をした場合は、形式的な要件審査の時点で失格となり、提案内容の審査に進むことはでき

ません。 

 次に、１６ページの「（５）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、その利益については、指定管理者の経営努力によるも

のである一方で、公の施設の管理運営業務から生じたものであると考えられます。したが

って、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とし、

あらかじめ定めた基準以上の利益が発生した場合は、その一部について、市へ還元を求め

るものでございます。 

 次に、１７ページから１８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、各審査項目及び小項目ごとの配点について記載をしております。 

 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、こちらにつ

きましては、説明を省略させていただきます。 

 続いて、「管理運営の基準」についてでございます。資料の３－２をご覧ください。 

 こちらは、各施設の設置管理条例に定められた、指定管理者が行うべき業務の詳細につ

いて記載をし、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。

施設におきまして内容は異なりますが、大まかにいいますと、対象施設の概要、指定管理

者が行うべき「必須業務」、指定管理者が実施可能な「自主事業」、その他、留意事項等を

記載しております。 

 続いて、「選定基準」でございます。資料の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、審査の流れ、審査方法、審査項目、採点

の基準と採点方法、各審査項目の配点などを明記しております。「選定基準」につきまして

は、１０月に開催する部会において、委員の皆様が提案書の審査を行う目安となるもので

ございます。なお、選定前に「選定基準」を公開いたしますと、配点や採点方法に応じた

作為的な提案につながるおそれがあるため、募集・選定段階では非公開とさせていただき

ます。 

 簡単に審査方式及び採点方法等について、ご説明をいたします。まず、１ページをご覧

ください。 

 「１の審査方式」でございます。「（１）形式的要件審査」でございますが、応募者が２

ページから３ページに記載されている「応募資格」の各要件を満たしているかどうか、「失

格要件」に該当するものでないかどう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をした上、委員の皆様にご報告をいた

します。 

 また、採点された点数については、審査項目ごとに平均点を算出した後、合計した総得
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点を基に選定評価委員会における合議によりまして、最優秀提案、第２順位、第３順位を

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、個別の審査項目について、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については、最優秀提案とせず、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

評価委員会におきます合議によって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、

ご説明をいたします。 

 「（１）審査の方法」の「ア 審査項目及び配点」については、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、指定の基準の

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。なお、

そのほかの審査項目のうち、下の表の項目については、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をした配点としております。 

 「審査項目」については、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」に基づいて設定をしております。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」の変更も可能

となっておりますが、市内の各コミュニティセンター施設においては施設間の公平を期す

るため、原則として同じ配点としております。 

 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」に従いまして、「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は、選定評価委員会において協議をし、

当該応募者を失格とすることが相当であるか否か、判断をしていただきます。すべての委

員の皆様が「Ｅ」の評価をした場合は、当該応募者は直ちに失格となります。 

 続きまして、「（イ）上記原則によらない審査項目」についてでございます。ここに列挙

した審査項目につきましては、次頁以降の「（２）採点基準」に示す配点に従いまして、「ａ」

の項目を委員の皆様が、また「ｂ」の項目については事務局で評価を行います。 

 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。なお、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。また、応募団体が１団体であった場合は同様に審査をしていただきます。 

 これまでご説明をしてきました資料のほかに、資料３－４「基本協定書」と、応募の際

に使用いたします、資料３－３「指定管理者指定申請書類」の様式について、鎌取コミュ

ニティセンター、土気あすみが丘プラザの両施設分を添付しております。 

 なお、「基本協定書」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
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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、指定管理者と決定した後の協議を踏まえ作成をす

ることになっております。 

 募集関係書類の「概要」に関する説明は以上でございます。 

 なお、これから委員の皆様には、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、ご審議をしていただきたいと存じます。皆様からいただきました意見を反映した

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をし、それをもって公募を

開始するという流れとなります。 

 なお、公募に当たりましては、先ほど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」、以上を公表いたします。なお「選定基準」

につきましては、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

ますので、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。 

 長根委員。 

○長根委員  募集要項の変更・修正等については、特に意見はないのですけれども、新

型コロナへの対応について、お聞きしたいのですけれども、募集要項の一番最後の２２ペ

ージに、天災とかの不可抗力なリスクは市が負担するというようなことは書いてあるので

す。災害等が発生して、それに対する影響等は市が負担するということだと思うのですけ

れども、新型コロナのような、今後も起きると言われていることに対する対応も、ここに

入ると考えてよいのかということと、あとはまた、事業者の方には、明示的にこの中に新

型コロナに対するということはなかったと思うのですけれども、今後、予想される感染症

リスクに対して、どのような対応を考えるかということは記していただきたいなと思って

おります。 

○久我地域づくり支援室長  まず、そのリスク配分の考え方についてでございますが、

要項の２２ページに、新型コロナ感染拡大に関するリスクの配分というのは、はっきり明

記はしていないのですが、今年度に関しましても、そうなのですが、今、委員がおっしゃ

ったような天災、不可抗力という部分から勘案して、市のほうで、例えば、今、利用制限

であるとか、場合によっては閉館ということがございましたが、当然こちらのほうを勘案

して、同様な扱いにするということで考えております。 

 また、そのコロナに関しての今後の令和３年度以降の取扱いにつきましては、この後ご

説明いたします、「管理運営の基準」の中で、その辺りは具体的に触れておりますので、ま

たご説明をさせていただきたいと思います。 

 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。 

○小野寺部会長 それでは、私から確認したいことと質問があります。今回、来年度から

新たな指定業者を選定するための募集要項なり基準なりを審議するわけですけれども、千

葉市内の同じようなコミュニティセンターを運営する６区、６部会で多分、基本同じよう
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なことをやると思うのです。この基本的な様式は千葉市が定めたものだと理解しています

けれども、前回５年前につくったものから変えているところがあるかと思うのですけれど

も、主に今回変えた箇所、それから、もしこの緑区の鎌取と土気のところと、個別にもし

変えた箇所があれば主なところを教えていただけますでしょうか。 

○久我地域づくり支援室長  これにつきましては、主にこれからご説明いたします「管

理運営の基準」の中で、それぞれの施設の中の、令和３年度から管理していただく指定管

理者が取り扱っていただく、その管理についての基準についてということで記載をさせて

いただいております。 

 これからご説明はさせていただくのですが、まず、例示させていただきますと、資料３

－２の７ページをご覧いただきたいのですが、例えば、こちらの７ページの「（３）新型コ

ロナウイルス感染防止対策の実施」ということで、これにつきましては、次期指定管理の

実施に当たって留意すべき基準として、今年度から新たに追加したものでございます。 

 それから、８ページの上の「（ウ）ＷＩ－ＦＩサービスの提供」というのがあると思うの

ですが、これについても、前回の募集では、これはなかったのですが、今回、利用者のほ

うからこういったお話も、要望があったということと、避難所ということもありまして、

こういった中からＷＩ－ＦＩサービスをどうしてもやっていただきたいという要望を受け

て、今回改めて追加をさせていただいたところでございます。 

 それからもう一つが、今回の災害、昨年度の災害です。千葉市の災害を受けまして、１

０ページの下のほうの「b 災害時」の「（ｄ）市民・被災者等への支援」ということで、

指定管理者は災害時に応急対策としてシャワーの利用、上水の提供、ロビーや空き諸室を

休憩スペースとしての開放や携帯電話、スマートフォンの充電用電源の提供、それから施

設の状況に応じて市民・被災者等への必要な支援を提供する。以上の話を今回追加してお

ります。 

 さらに加えまして、１７ページでございますが、これはプラザも同様なのですけれども、

上のほうの「ウ 駐車場の混雑対策」というところなのですが、これは鎌取コミュニティ

センター、土気あすみが丘プラザ、両方の課題でありますが、駐車場が恒常的に混雑をす

るということがありますので、こちらの（ウ）については、６区共通で加えましたけれど

も、こういった対策を講ずるようにということで、新たに加えさせていただいたものでご

ざいます。 

 それから、追加で申し上げますと、これは緑区だけでございますが、提案書の様式にな

りますが、資料３－３というのがございまして、こちらの提案書様式第１４号というのが

ございまして、下のほうに１７ページというふうにページが振ってあるところをめくって

いただきますと、ページが振ってあるのですが、左の上のほうに、提案書様式第１４号と

いうのがあると思います。「施設の効用を最大限発揮するものであること」というところで、

「（４）施設の利用促進の方策」、この四角の中の４行目に「また、本施設は、駐車場の混

雑が利用促進を妨げる要因の一つとなっておりますが、混雑緩和が期待できる提案があれ

ば記述してください。」ということで、これについては、あすみが丘プラザも同様に、こち

らのほうを緑区の独自の提案の様式として追加をさせていただいておるところでございま

す。 

 以上です。 



 

―９― 

○小野寺部会長  分かりました。ありがとうございます。 

○小野寺部会長  ほかにはよろしいでしょうか。 

 それでは、まず、千葉市緑区鎌取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。 

○久我地域づくり支援室長  それでは、「千葉市緑区鎌取コミュニティセンター」に係る

募集関係書類について、ご説明をいたします。 

 「募集要項」、「管理運営の基準」、「申請書類」、「基本協定書」、「選定基準」については、

全庁的なひな形を使用しており、基本的な部分は市内のコミュニティセンターで共通とな

っております。 

 各書類の概要については、時間の都合もございますので、前回の募集の内容から変更又

は追加になった部分、また、施設の特性を踏まえ、新たに追加した部分を中心にご説明を

させていただきます。 

 まず、資料３－１「募集要項」の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」でございますが、本施設の条例上の設置目的は、ほかのコミ

ュニティセンターと同様に、「市民のコミュニティ活動のための施設」となっております。 

 次のビジョンにつきましては、「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」でございます。また、このビジョ

ンを実現するためのミッションにつきましては、「コミュニティ活動の場を低廉な料金で安

定的に供給をすること」、「地域の特性を踏まえ、コミュニティ活動の契機となる事業を企

画・実施すること」、「コミュニティ活動を行う上で必要とされる情報発信の場となること」、

以上の３点といたしました。 

 次の項目、「（２）特徴」でございますが、「コミュニティ活動の場の機会を提供する施設」

であるとともに、「情報発信、相談機能」を併せ持つ施設とさせていただいております。 

 次に、「（３）地域の特性」でございますが、こちらは地域の特性を踏まえた内容を求め

るため、今回新しく追加した項目となっております。内容は記載のとおりでございます。 

 続いて、５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。内容については、ご覧のとおりでございま

すが、令和７年度から８年度に大規模改修工事を予定しております。工事期間等の詳細は、

現時点ではまだ未定でございますが、おおよそ半年から１年ほどの休館を伴うため記載を

しております。また、令和４年度に空調設備一式の改修工事を予定しております。こちら

は休館せずに、開館しながら実施する予定ですが、事前の情報として記載をさせていただ

いております。 

 次に、６ページの「（５）指定管理者制度を導入することに対する市の考え」についてで

ございますが、制度の導入により、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。市としては、制度の導入効果を達成するため、

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、諸室については「施設の稼働率」を、またスポ

ーツ施設である「体育館」については「施設の利用者数」を指標としております。数値目
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標については、施設の過去の実績や、緑区の今後５年間の人口推移などを勘案し、施設稼

働率は、指定期間の最終年度で５６．２％以上、施設の利用者数は、最終年度で２万９，

２００人以上の達成を目標とさせていただいております。 

 次に６ページ、「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。詳細については資料３－２の「管理運営の基準」に記載しております。 

 次に、「６ 市の施策等との関係」については、７ページの「（４）労働条件審査」の項

目を労働保護の観点から追加したものでございます。 

 続きまして、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」につきましては、指定期間中に利用料金の改正を行う可能性があるため、料

金改定をした場合の指定管理料については別途協議をする旨について追加をさせていただ

いております。当初、令和３年度から利用料金の改定を市として予定しておりましたけれ

ども、今回、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえまして、利用料金の改定時期

を延期したため、この文章を追加したものでございます。 

 次に、「イ 指定管理料」でございますが、鎌取コミュニティセンターの管理に関わる指

定期間全体の指定管理料の基準額につきましては、こちらにありますとおり、３億５，７

９０万８千円となっております。この基準額は施設を運営するための必要額でございまし

て、支出額から数値目標を基に算出した収入見込額を差し引いた差額として、本市の財政

部局との協議の結果、決定した金額でございます。 

 次に、１６ページをご覧ください。先ほど５ページの「施設の概要」で説明をいたしま

したが、大規模改修工事について、こちらで触れております。 

 現在、工事の詳細は決定しておりませんので、休館がないものと仮定し、指定管理料の

算出をお願いすることとなっております。なお、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併せ、随時、指定管理者と協議をすることとさせていた

だきます。 

 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、明示をしております。詳細については、後ほど、資料３－５「指定管理予定候

補者選定基準」でご説明をいたします。 

 最後に、２０ページをご覧ください。 

 「１３ その他」の「（４）リスク分担に対する方針」でございますが、次頁、２１ペー

ジの表にあります「運営費上昇」、こちらの「避難所等の運営等に伴うリスク」、こちらに

ついて市が負担するリスクといたしまして、新たに追加しております。 

 募集要項につい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、ご説明をいたします。はじめに

「施設運営に関する業務の基準」についてでございます。 

 まず、７ページの「（３）新型コロナウイルス感染防止策の実施」をご覧ください。第１

回緑区役所部会におきまして、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新しい生活様

式に適用させた管理運営体制を検討されたい」との意見がございました。この意見を反映

し、施設運営に関する業務の基準といたしまして、「ア 新しい生活様式の実践例に沿った
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利用の徹底」、また、「イ 感染拡大予防ガイドラインの実践」、こちらを新たに追加したも

のでございます。 

 次に、８ページをご覧ください。「（ウ）ＷＩ－ＦＩサービスの提供」、こちら先ほどご説

明いたしましたが、これにつきまして、近年インターネットの普及状況を踏まえ、利用者

からの要望を受けまして、ロビーなどでのＷＩ－ＦＩサービスの提供を必須といたしまし

た。 

 続きまして、９ページ、これも先ほどご説明いたしましたが、「エ 災害時の避難者の受

入」についてでございます。 

 １０ページの「ｂ 災害時」をご覧ください。 

 昨年の災害時には、避難所の開設に当たって指定管理者の協力の重要性が再認識されま

したので、新たに「（ｄ） 市民・被災者等への支援」を追加いたしました。内容は、災害

時の応急対策として、シャワー利用、上水の提供、ロビーや空き諸室を休憩スペースとし

て開放すること、また、携帯電話・スマートフォンの充電用電源の提供、こういったもの

を実施するように求めているということでございます。 

 次に１１ページ、「オ ちばシティポイント制度への協力」でございます。これは令和元

年度から千葉市で開始いたしました「ちばシティポイント制度」への協力を新たに追加し

ております。 

 続いて、「３ 施設維持管理に関する業務の基準」についてでございます。 

 １６ページの「（８）駐車場・駐輪場管理業務」をご覧ください。１７ページに「ウ 駐

車場の混雑対策」を新たに追加したものでございます。 

 続きまして、２３ページをご覧ください。 

 「７ 留意事項」について、これについては２４ページになりますが、「（２）施設の管

理に関する留意事項」をご覧いただきたいと思います。 

 前回の管理運営の基準では、「館内を、原則として禁煙とする。」としておりましたが、

令和２年度から全市的な取組みとして、敷地内の禁煙が開始されましたので、「敷地内を全

面禁煙とする。」という表記に変更いたしました。 

 以上、説明させていただきました項目以外については、前回作成をした管理運営の基準

との内容の変更は特にございません。また、変更箇所については、同一施設によって格差

が出ないよう、市内のコミュニティセンターで統一した内容となっております。 

 「管理運営の基準」については以上でございます。 

 続いて、資料３－３をご覧ください。「指定申請書類」について、ご説明をさせていただ

きます。 

 指定申請に必要な提出資料は、ご覧の「様式集」に記載のとおりでございます。様式に

ついては大きく分けて、応募条件を満たしているかを確認するための「申請用様式」、それ

から施設の管理運営に関する応募者の考えを確認するための「提案書様式」に分けられま

す。基本的に前回募集時に使用した書類と変更はございませんが、市内のほかのコミュニ

ティセンターと統一のひな形となっておりますけれども、１か所だけ、先ほどご説明した

とおり、緑区独自で追加した部分がございます。これについては先ほど説明しましたが、

駐車場ということで提案書様式の第１４号、こちらのほうに駐車場の混雑が利用促進を妨

げる要因の一つとなっているということを受けまして、混雑緩和が期待できる提案があれ
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ば応募者のほうに記述をお願いするということで、文言を追加させていただいております。 

 なお、この提案につきましては、必須事項であるというわけではございません。あくま

で任意ということで、駐車場の混雑緩和に関する提案が仮に書かれていないとしても、減

点とするということではございません。 

 「指定申請書類」の説明については以上でございます。 

 次に、「選定基準」についてご説明をいたします。資料３－５をご覧ください。 

 「１ 審査方式」、また、「２ 形式的要件審査」については先ほどご説明をしたとおり

でございます。 

 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。 

 こちらは、応募者の提案について、委員の皆様に審査をしていただく内容でございます。

鎌取コミュニティセンターの各審査項目及び採点につきましては、ご覧のとおりでござい

ます。公平な審査を期するため、審査項目及び配点については、市内コミュニティセンタ

ー統一のひな形から修正はしておりません。 

 「ア 審査項目及び配点」について、指定の基準・審査項目の５及び６を除く各項目に

ついては、原則として５点を配点しておりますが、重要な審査項目として配点を加点して

いるものについてご説明をいたします。 

 ５ページの表をご覧ください。「イ 審査項目の配点の考え方」といたしまして、例外的

に加点した項目について、こちらに理由を記載しております。 

 はじめに、審査項目の１、「（１）管理運営の基本的な考え方」でございますが、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ため、重要な項目

であるということから、こちらのほうは１０点とさせていただいております。 

 次に、４、「（４）施設の利用促進の方策」でございますが、こちらはコミュニティ活動

を促進するためには、施設の利用促進を図ることが重要であるということから、これも１

０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」についてでございますが、市が設

定する「成果指標及び数値目標」を、より効果的・効率的に実現することが重要であると

いうことから、こちらのほうも１０点とさせていただいております。 

 次に、４、「（８）自主事業の効果的な実施」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、こちらは重要な項目であるということから、これも１０点

としております。 

 それから、５、「（１）収入支出見積りの妥当性」でございますが、施設の管理運営を行

うためには妥当な見積りに基づく収支計画が重要であるということから、この項目につい

ても１０点とさせていただいております。 

 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」につ

いては、「市民サービスの向上」と並ぶ指定管理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を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の範囲内でございます、２５点とさせていただいております。 

 次に、８ページをご覧ください。「（２）団体の経営及び財務状況」についてでございま

す。 

 前回の選定基準では、「Ａ」評価の基準は、「過去３年間の財政状況・経営成績が極めて



 

―１３― 

良好であり、安定的に施設の管理を行うに当たっての財務リスクは認められない。」といっ

たような表現でございました。この場合は結果的として、「Ａ」の評価が出づらい、または

「Ｂ」、「Ｃ」の評価に差がつかなくなるというような意見が当時ございましたので、今回

表現を、「極めて少ない」、あるいは「少ない」という表現に変更させていただいておりま

す。 

 それから、次に１１ページをご覧ください。 

 「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「（１）収入支出見積りの

妥当性」についても同様でございます。 

 前回の基準では、「Ａ」評価の基準は、「収入支出見積りは極めて精緻な算定根拠により

行われており、妥当性に疑いがもたれる見積りは見受けられない。」といった表現でござい

ましたが、これを「見積りの妥当性を疑う余地は極めて少ない」という表現に変更をさせ

ていただいております。 

 次の「（２）管理経費（指定管理料）」については、配点２５点のうち、基礎点、加算点

の割合が、先日お送りさせていただいた資料から修正がありましたので、ご報告をいたし

ます。先日お送りした資料では、基礎点が１２点、加算が１３点としておりましたが、こ

ちらについては誤りでございました。規定に従いますと、基礎点は配点の６０％でござい

ますので、１５点となります。加算点は１０点となります。なお、この項目は、申請者か

ら提出されます提案書を基に計算によって評価されますので、委員の皆様でなく、事務局

のほうの評価項目となります。 

 「選定基準」につきましては以上でございます。 

 「千葉市緑区鎌取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をいただきましたけれども、今日、皆さんにご意見いただく趣

旨をもう１回確認しますと、次回のこの部会で事業者を選ぶ作業の中での採点をするので

すね、我々が。それに先立って、事業者の方に、こういう条件で募集をしますと、採点基

準はこうですと。そういったところを今日決めるわけなので、次回、我々で採点するに当

たっての疑問点とかも含めて、ご質問、それから、ここはこうしたほうがいいのではない

かというようなご意見があれば伺いたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

 矢野委員、どうぞ。 

○矢野委員  資料３－１の１５ページのところの指定管理料の基準額についてのところ

ですけれども、新たに３億５，７９０万８千円というのが加えられましたけれども、これ

は５年間でということで考えていくわけですか。 

○久我地域づくり支援室長  そうです。５年間です。 

○矢野委員  そうすると、鎌取の場合は、あすみが丘は前年度ですか、ありましたけれ

ど、鎌取も令和７年度、８年度ですか、大規模改修が予定されておりますけれども、こう

いうものも含めての額ということですか。 

○久我地域づくり支援室長  鎌取コミュニティセンターにつきましては、先ほどご案内

のとおり、大規模改修が予定されてはおりますが、時期あるいは工事規模等については現
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時点でまだ決定しておりませんので、募集時点におきましては、それがないという前提で

の提案をいただくことになっておりまして、こちらに関する金額については、それがない

という前提での金額を明示しております。 

 以上です。 

○矢野委員  そうすると、ここに記載してあった、令和７年度、８年度の大規模改修工

事を予定していますという、この記載は、募集の要項には入らないということですか。 

○久我地域づくり支援室長  一応、募集要項には、こちらは事前情報として明示をさせ

ていただいているのですが、指定管理料の積算に当たっては、これを勘案することなく、

あくまでない前提でご提案をいただくということで、説明会を含めて市のほうからご案内

をさせていただく予定でございます。 

○矢野委員  私、事情はよく分かりませんけれども、そういう大規模改修はない前提で

のこの額ということですけれども、あるというふうに今計画はしているわけですよね。そ

の場合のこの額というのは、これは変更はなく、この額でいくということですか、一応予

定としては。 

○地域づくり支援室職員  すみません。今、事務局のほうから説明がありましたとおり、

指定管理料の基準額につきましては、大規模改修の影響はないものとしてつくっておりま

す。とはいいながら、現実には令和７年度から８年度にかけて大規模改修を予定しておる

という側面があるのですが、これは時期ですとか、どれぐらい期間がかかるのか、どうい

ったようになるのか、まだ具体的でないものですから、現段階ではないものとして出して

いただいて、実際の具体的に、例えば令和６年度になって、どういう工事になるか、どう

いう時期になるかというのが決まって、影響の度合いが分かったところで、再度各年度の

指定管理料について協議をさせていただくという流れになります。 

○矢野委員  そうすると、活動できない年度が１年間とかということが当然あるわけで

すよね。そうすると、ここのところで３億５，７９０万円とかという額がありますけれど

も、これよりも多くなる、当然多くなるということですか。 

○久我地域づくり支援室長  こちらに基準額として示しております３億５，７９０万８

千円というのは、市が示した上限額でございまして、今、委員が申された、その工事がな

いという前提での提案額の上限額でございます。ですから、これを超えたら失格というこ

となんですが。ですから、この金額以下で提案をしていただくというのがまず一つ前提で

す。 

 さらに、一定期間、令和７から８の間に工事が行われるわけですが、その期間について

は閉館になるということです。そうしますと、当然人も少なくなり、あすみが丘プラザが

そうだったように、当然それに関わる委託料も当然少なくなる。あるいは収入も当然少な

くなるので、それについては市と指定管理者が協議して、プラザについては委託料の支払

い額は少なくなっているのです。だから、そこまで指定管理者が、そこに張りつく必要は

当然なくなるわけですので、必要最小限の管理体制を取っていただくということなので、

これについては、その決まった時点で、市と指定管理者が協議をして、年間は幾らである

というような協議をさせていただいた上で、減額させていただくというような流れになる

と思います。 

 以上です。 
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○地域づくり支援室職員  ついでに補足の余談なのですけれども、ケースは違うかと思

うのですが、先だっての新型コロナウイルスの関係で休館や何かがあったときには、その

場合は指定管理料自体は、この基準額を超えてはできないのですけれども、それとはまた

別に管理料を超える支出が生じたときには改めてまた、損失補償という形の支払いという

のもありますので、この施設さんに払うお金が、この額を絶対超えないというのとも、ち

ょっと違うというようなイメージにはなります。 

○矢野委員  分かりました。管理運営費の経費だとか、そういうものは固定費としてき

っとかかっていくものだと思うので、収入がないときの場合と、今おっしゃったようにコ

ロナの場合なんかは、突然とか、ある期間とかということがあるので、その場合に、私は

むしろ上回ったときはどうするのかなというふうに思ったのですけど、今お話を伺うと、

それを上回るということはあまりないというようなので。 

○地域づくり支援室職員  あまりケース的には少ないですね。 

○矢野委員  分かりました。 

 コロナに関してですけれども、コロナの感染防止策の実施というふうにありますけれど

も、館独自で判断していくことなのですか。あるいは市として、こうやっていろいろ自粛

要請があったりとか、いろいろありますよね。だから、その辺はどういうふうに実施され

ているのですか。 

○久我地域づくり支援室長  現時点もそうなのですが、コロナに関しまして、例えば今

は利用制限がまだ続いております。これについては、各施設で独自の対応をしているわけ

ではございませんで、市内各コミュニティセンター共通で、千葉市のほうですと、市民総

務課というところがコミュニティセンターの元締になっておりまして、こちらの指示を受

けて、同様な対応をするような対応を各施設の指定管理者様にお願いをしているところで

ございますので、今後、令和３年度以降も同様な扱いになります。 

 以上です。 

○矢野委員  ありがとうございました。 

○小野寺部会長  ほかにございますでしょうか。 

○矢野委員  くどいですけど、先ほどに戻りますと、私たちは７年度、８年度のそれは

全く考えなくて、ここにある、この数字のことで、７年度、８年度はないものとして私た

ちは評価していけばいいという、そういうことですか。 

○久我地域づくり支援室長  おっしゃるとおりでございます。 

○矢野委員  ありがとうございました。 

○小野寺部会長  私からよろしいでしょうか。大規模改修の話が出たので、それに少し

関連しますけれども、数値目標のところ、募集要項でいいますと、資料３－１の６ページ

の上のほうの「指定管理者制度導入に関する市の考え」の下の表のところです。成果目標

として、施設稼働率の目標が指定期間最終年度において５６.２％。また、施設利用者数に

ついては、指定期間最終年度において、２万９，２００人という目標数値が定められてい

ますけれども、これの積算の根拠について教えていただきたい。かつ、大規模修繕が予定

されているのだけれども、それを加味したのか否か。あるいは、新型コロナウイルスによ

って休館を余儀なくされる可能性があることについて検討を加えたのかも含めて教えてい

ただけますか。 
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○地域づくり支援室職員  お答えいたします。 

 その数値目標の考え方なのですけれども、まず、両施設とも考え方としては共通になる

のですけれども、現在の指定期間の実績をまず基にしております。この指定期間の平均的

な達成率をまず基礎といたしまして、それに今後５年間ということになりますので、今後

５年間の緑区の人口推移を参考としておりまして、この人口推計によりますと、令和３年

度から７年度までの５年間で緑区の人口は１.２％伸びるだろうという推計が出ておりま

す。現指定期間の平均数値であります実績の平均に、この１.２％分を上乗せしたものを５

年後の数値目標とさせていただいております。 

○久我地域づくり支援室長  今、ご質問していただいた部分で、大規模修繕とコロナの

話があったと思うのですが、これにつきまして、まず大規模修繕につきましては、先ほど

ご説明したとおり、こちらの成果指標、数値目標等については特に配慮は、考慮していな

い数字となっております。 

 また、コロナにつきましても、今回こちらに掲げた数字については、特段ない前提での

数字となっておりまして、仮に今回やっているような閉館であるとか、以前にやった閉館

であるとか利用規制、自粛要請であるとか、そういったものが発生した場合は、都度都度

考えて、補償なり、そういったものについては千葉市のほうで考えていくという形になり

ます。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。基本的な考え方は分かりました。人口、緑区

は増えるのですね。 

○地域づくり支援室職員  そうです、もうちょっと増えます。 

○小野寺部会長  計算の検証はできませんけれども、考え方は妥当かなと思います。 

 先ほど質問させていただいた回答に対してですけど、大規模の改修工事による閉館は見

込んでいないと。また、新型コロナウイルスに関連して閉館する、この点についても見込

んでいない。このほうが妥当だと思います。募集の時点では、当然に過去の実績と将来を

見越して人口の増加を加味する。これは妥当な考え方だと思います。 

 ただ、一つ申し上げたいのは、募集の段階で、この目標の設定はいいと思うのです。後

で困るのが、業者が次に決まって、実際に運営してもらって、年度評価をするときに、最

初の目標の設定が妥当でないと、物すごい簡単なハードルであったり、あるいはこれ絶対

無理だろうというような数値になっている場合が過去あったかと思って、そのために最初

に妥当な目標を立てることが大事だと思うので、こういう質問をさせていただきました。 

 私の感想としては、現時点において考えられることを加味しているので、数字自体は妥

当であるのではないかという意見です。 

 ただ、一つ意見と申し上げたいところとしては、今回の募集はいいです。この先、議会

の承認とか、あるいは入札とかあって、大規模修繕が決まってきて、時期が決まるのでし

ょうけれども、そういったことがあった場合に、この指定管理期間の中で、その途中の年

度の目標を変えるみたいな、市の予算でいうと補正予算を組むみたいな、そんな手続をし

て、年度評価をしていくときの目標の数値を、何かあったときに変更した上で評価してい

くという考え方もあっていいのかなと思います。というのは、前回、去年ですか、台風、

大雨で休館した時期があったり、あるいは改修で休館した時期があって、全然当初の目標
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と実際に稼働している、開館している日が違ったりしたので、その辺を加味して本来評価

してあげるのが妥当かなと思ったこともありますので、意見として申し上げますので、ほ

かの部会も含めて、何かそういう意見が多くありましたら、配慮いただけたらなと思いま

す。 

 あと、もう少しですけれども、今回の募集要項等で、前回と変えたところについて説明

をいただきましたけれども、まず大きなところとしては、新型コロナウイルス対策、これ

を市が求めている基準に従ってやってくださいと明確に書いてることは必要だし、よいこ

とだと思います。あとは災害時の避難拠点としてやってもらうということについても、記

述を新しくした部分があるというところもよいかと思います。 

 それを前提に、今回業者に提案をしてもらうときに、新型コロナウイルス対策、特に新

しい生活様式を用いて運営していくという具体的な考え方、企画について、応募者のほう

から、こういうふうにやるよというプレゼンをしてもらえたら、まさにこの部会で選定す

るときに、そこの部分を評価できるかなというふうに思いますので。新たに項目をつける

なんていうのは、今から時間的にも難しいし、あれですけれども、既存の項目の中で、も

し入れられるところがあれば、先ほどの様式第１４号、１７ページのところにも駐車場に

ついて書いてねというのがありましたけれども、こんなような感じで入れてもらうような

ことがあれば、この部会としても、評価がしやすいなと思います。 

 また、新型コロナもまだまだ１年、２年ではなくて、もしかしたら５年、１０年と付き

合わなければいけないかもしれないので、やはり新しい生活様式で、こういったコミュニ

ティセンターを運営していくということが必要になってくるかと思いますので、評価項目

が、モニタリングする項目にも、そうかもしれませんけれども、それも定期的に評価でき

るような仕組みがあるといいのかなと思いました。 

 私の質問と意見は以上です。 

○小野寺部会長  ほかにいかがでしょうか。 

 長根委員、お願いします。 

○長根委員  先ほどお話があった数値目標に関して、確認というか質問になるのかもし

れないのですけれども。例えば、ここで何人以上というのを数値目標を設定するときに、

人数の数え方について確認したいのですけれども。これは実際の利用者で計っているのか

どうかという点なのです。個人利用の場合は確かにそうなると思うのですけれども、専用

利用というのでしょうか。団体で利用する場合です。このときに団体の構成員の人数で計

られているのか。それとも、そのときの団体方々が実利用した、その人数で計られている

のかというところを確認したいと思っていて、例えば、仮に団体の構成員、規模の大きい

団体で予約が入ったとき、１００人の構成員の団体利用とかが入った場合、１００人でカ

ウントされるのか。それとも、その構成員１００人なんだけど、そのときに利用している

のは１０人ぐらいだと。その場合でも１００人にカウントされるのか。これ確認をしたい

のですけれども。 

○地域づくり支援室職員  答えさせていただきます。 

 ここで言っている人数、おっしゃられるとおり、個人利用であれば当然その人数です。

団体利用さんの場合でも、現に来て使っていらっしゃる数を把握していると認識しており

ます。その数字の積み上げで利用者数ということで、施設のほうからご報告をいただいて
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いる形になります。 

○小野寺部会長  すべて団体を取るというのは結構人数をクリアできるのです。だから、

サークル活動とかで団体で来てくれるようなのがあると、数値が達成できるということに

なるので、多分そういう計画になってくるのではないかなと思います。 

○小野寺部会長  ほかにいかがでしょうか。田辺委員、何か。 

○田辺委員  今の人数の話なのですけれども、かつて私が鎌取のコミュニティセンター

を使っているときは、帰り際に受付の方に人数を伝えて帰るということが常だったのです。

最近使っていないので、それがどうなっているか分からないのです。もう一つ、ほかのコ

ミュニティセンターも使っているのですけれども、オンライン申請になりまして、利用す

るときに人数を入れるのです。それで抽選で当たれば、その施設が使えるという仕組みが

千葉市にありまして、それが始まって鎌取のコミュニティセンターにはあまり来ていない

ですが、違う地区のコミュニティセンターでは、今日は何人ですかとは聞かれたことがあ

りません、という余談でした。 

 それで、私が一番気になっているのは、実はこういうことは矢野委員と私は初めてのこ

となのです。評価をするためのいろいろなお勉強をしなくてはいけないというのは。それ

で、今まで年度評価とかをずっとやってきましたけれども、その中での経験でしか物が言

えないですけれども、そこでの印象というのは、やはり経理面のことが結構ありましたよ

ね。それを実績のところで判断するためには数字だけではないのですけれども、自主事業

というものがとても何か大変なことをしているというか、難しいものだったのだなという

のが印象にありまして、今、ちらちらとめくっていって、皆さんの申請書の中には、申請

するということと、提案するということの二つのものがあるとおっしゃって、その提案す

るというところの部分に経理関係がちゃんとできますかというような質問があって、自主

事業なども書いてあったのです。そういう自主事業について、どのようなコメントをなさ

るのかなというのが、私は今一番の関心事なのです。今、ほかの経理関係は当たり前に出

ていくものであるので、一番工夫ができる部分というのは自主事業なのだなというのはず

っと思っていたので、その自主事業ということに関して、この資料３－１とか２とか３と

か４とかというところで、いろいろそのページを見つけていくと、表現が微妙に違ってい

たりするので、事業者さんというのは、この表現をどういうふうに受け止めて、自主事業

というものを考えてなさっているのかなというのが、今一番の関心事なのですけれども。

それを、自分がこれから選んでいかなくてはいけないときのコメント欄というのが、とて

も小さいのだなとすごく思いました。 

 そこで、こういうことはあっていいのかどうか分からないのですけれども、もし今Ａ社

にお願いしております。また今度、応募者の中にＡ社がありました。そういうときに５年

前のＡ社のその自主事業に関する考え方というのを見ることはできるのでしょうか。質問

はそれだけです。 

○久我地域づくり支援室長  自主事業に関してというところでよろしいですか。 

 まず、自主事業に関しましては、提案書の中で応募していただいた方に独自に記載して

いただくことになるのですが、考え方については、「募集要項」、「管理運営の基準」の２３

ページ、資料３－１の、例えば、例なのですけど、２３ページに一応、自主事業の考え方

について載せております。自主事業につきましては、コミュニティセンターという施設の
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設置目的でありますとか、使われる皆様の住民のニーズ、こちらを反映した独自の主催事

業、こちらを提案していただくことになっておりまして、できるだけありきたりのもので

はなく、新しい、そういった提案をしていただいて、できるだけ利用者を増やしていただ

くという前提で、それによって利益還元もあると思いますので、そういった意味では、こ

の自主事業が占める提案に関する審査割合というのは、大きいものになっていくのかなと

いうふうに私は認識しておりまして、これは本当に応募者が、それぞれの会社がいろいろ

な独自の提案があると思うのですが、これについて皆様にご審査いただくというようにな

っております。 

 それともう一つ、５年前の自主事業の内容が見られるかということですね、現指定管理

者の。それに関しましては、開示請求という方法がありまして、あるいは、提案書に関し

ましては、市政情報室というのが市にあるのですけど、過去の提案書の内容は自由に閲覧

することができますので、当然個人情報はＮＧになるのですけど、それで確認することは

できますので。それを参考に、それ以上の自主事業の提案ができれば、いただきたいなと

いうのが率直な市の考え方になります。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 自主事業、難しいところですよね。ただ、指定管理者になる事業者にとっては、ここだ

けが唯一独自で裁量を発揮できるところだから、実は仕事をやる上でも一番楽しい部分だ

と思うのです。かつ、うまくいい自主事業をやって人数が増えれば、目標も達成に近づく

し、あとは運よく利益が出れば、一度利益をばらして市に利益を還元するということもで

きてしまう。そこは一番重要なところではあるとは思います。ですので、次回の選定のと

きには、しっかりその辺を我々評価していきたいなと思います。 

 ほかにございますでしょうか。なければ、この辺でよろしいですかね。 

（なし） 

○小野寺部会長  次に、千葉市緑区土気あすみが丘プラザの募集条件、審査基準等に関

して、事務局から説明をお願いいただけますか。 

○久我地域づくり支援室長  それでは、「土気あすみが丘プラザ」に係る募集関係書類に

ついて、ご説明をさせていただきます。 

 「募集要項」、「管理運営の基準」、「申請書類」、「基本協定書」、「選定基準」につきまし

ては、全庁的なひな形を使用しておりまして、鎌取コミュニティセンターと基本的な部分

は共通となっております。先ほどの鎌取コミュニティセンターの説明と違いがある部分を

中心にご説明をさせていただきます。 

 資料４－１「募集要項」の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」でございますが、土気あすみが丘プラザは、ほかのコミュニ

ティセンターと異なりまして、「公民館」としての機能を併せ持っております、したがいま

して、こちらに記載のありますとおり、「地域住民のための学習、文化等に関する各種の事

業を行うとともに、コミュニティ活動の場を提供する場」として設置がされております。 

 次に、ビジョンについては、「地域住民のための学習、文化等に関する各種事業を行うと

ともに、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
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いまちづくりを推進すること」となっております。また、ビジョンを実現するためのミッ

ションについては、まず、コミュニティ活動の場を低廉な金額で安定的に供給すること。

また、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・実施するととも

に、地域の生活文化向上のため、定期講座の開設及び講演会、展示会等を開催すること。

また、コミュニティ活動を行う上で必要とされる情報発信の場となること。以上の３点と

させていただいております。 

 次に、「（２）特徴」でございますが、多様な学習機会の提供及びコミュニティ活動の場

と機会を提供するとともに、情報発信や相談機能を併せ持つ施設となっております。 

 次に、「（３）地域の特性」については記載のとおりでございます。 

 続いて、５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。 

 概要については、表に記載のとおりでございます。特徴といたしましては、ご存じのと

おり駐車場が狭く、駐車台数が少ないということから、施設の規模に対し駐車場が少ない

という旨を記載をさせていただいております。なお、平成３０年度に大規模改修工事を実

施したため、次の指定期間中におきましては大規模改修工事等の予定はございません。 

 次に、６ページの「（５）指定管理者制度を導入することに対する市の考え」についてで

ございます。 

 数値目標でございますが、鎌取コミュニティセンターと同様に、当該施設の過去の実績、

緑区の今後５年間の人口推移などを勘案し、諸室の施設稼働率を４６．２％以上、また、

体育館の施設利用者数は２万７，４００人以上を目標とさせていただいております。 

 続きまして、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「イ 

指定管理料」でございます。 

 土気あすみが丘プラザの指定管理料の基準額は、こちらにありますとおり２億９，１８

１万円でございます。この基準額は施設を運営するための必要額として、支出額から数値

目標を基に算出した収入見込額を差し引いた差額として、本市の財政部局との協議の結果、

決定された金額となってございます。 

 その他の項目については、鎌取コミュニティセンターと同様の変更でありますので、説

明のほうは省略させていただきます。 

 続いて、資料４－２「管理運営の基準」についてでございますが、２３ページ「６ 自

主事業」をご覧ください。 

 募集要項でも説明をいたしましたが、土気あすみが丘プラザは公民館としての機能もご

ざいますので、「ア 地域住民の学習ニーズや地域の実情に応じた多様な学習機会を提供す

ること」、この文言を追加しております。 

 そのほかの項目については、鎌取コミュニティセンターと同様でございますので、説明

は省略させていただきます。 

 「管理運営の基準」についての説明は以上でございます。 

 続いて、資料４－３「指定申請書類」についてご説明をさせていただきます。 

 左上に記載している提案書様式の第１４号をご覧ください。下に１７ページと記載され

た頁でございます。 

 先ほど、鎌取コミュニティセンターでもご説明をいたしましたが、こちらの提案書「４
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 施設の効用を最大限発揮するものであること」の「（４）施設の利用促進の方策」につき

まして、様式の記述の中に、「駐車場の混雑が利用促進を妨げる要因の一つとなっており、

混雑緩和が期待できる提案があれば記述をしてください。」と、以上の文言をこちらの提案

書に追加をしております。 

 なお、こちらの提案は必須ではなく任意ということで、駐車場の混雑緩和に関する提案

が仮に書かれていなくても減点とはいたしません。 

 「指定申請書類」については以上です。 

 最後に、「選定基準」についてですが、鎌取コミュニティセンターと同様ですので、こち

らについては説明を省略させていただきます。 

 「土気あすみが丘プラザ」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。 

 ただいま事務局から説明をいただきましたけれども、募集条件や審査基準等に関して、

ご質問も含めてご意見はございますでしょうか。 

 田辺委員。 

○田辺委員  口頭でおっしゃったこととして、あすみが丘プラザは公民館の機能も併せ

備えているとおっしゃいましたよね。それが、公民館の機能という言葉というと、皆さん

イメージがつくことって多いと思うのですけれども、そういう文言というのはどこにも表

われないのですね。 

 具体的に言えば、資料４－１の４ページのところの管理対象施設の概要というのを一番

最初にお話になって、そのときに公民館機能を併せ持っていますから、文言として学習と

いう言葉が入ってくるとか、そういうことをおっしゃったのですけれども、それを知らな

いで私はこれを見ていたので、ああ公民館ということなんだ。だから鎌取のコミュニティ

センターの様子と、あすみが丘の様子って本当に違うのです。だから、ああそうなんだと

いうことが分かったのですけれども、これから応募してくださる事業者さんにも、ぱっと

分かるようになさったらどうなのかなと思いました。コミュニティセンター機能と公民館

機能を併せ持つ施設としては特徴的であると、私は今思いました。 

○久我地域づくり支援室長  今、ご指摘のありました公民館機能、こちらにつきまして

は、こちらの資料１の「募集要項」の４ページに書いてあるだけということになりますの

で、こちらについては、８月に予定しております施設の説明会の中で、公民館機能を持っ

ていると。コミュニティセンターとしては特殊な位置付けになっておりますので、こちら

については、その部分を市としても踏まえた上での説明をさせていただきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○小野寺部会長  私の知識不足で申し訳なくて、コミュニティセンターと公民館の違い

を教えていただけますか、機能というか。 

○久我地域づくり支援室長  細かい部分、私もあれなのですけど、公民館というのは法

律上でいいますと、教育施設という位置付けになっておりまして、はっきり言いますと、

所管は縦割りになってしまうのですけど、千葉市の教育委員会というのがありまして、そ

ちらのほうの所管にはなるのですが、ただ、土気地区というのが、多分これあすみが丘プ

ラザができた当初の話になると思うのですが、今は土気公民館というのがあるのですけれ
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ども、それがあったとしても、あすみが丘地区の中で地区的に離れているところもあった

と思うのですが、できた当初、プラザというのは事業者が造った施設なのです。それがで

きる前まで、そういった地域のコミュニティ施設だけでなくて、コミュニティセンタープ

ラス公民館、学習機能というのは図書館の分館があるのですけど。そういった機能も含め

た施設として、そもそも立ち上げたという経緯がありまして、今回そういったものを踏ま

えて、こちらのほう市が譲渡を受けたのですが、そのときに設置管理条例をつくるときに、

コミュニティセンターだけの現状の機能を踏まえた上で、こういった機能もあるので、教

育施設というふうに位置付けてしまうと本来条例は別になるのですが、それは否定できな

いので、こういったものも含めて規定したということになりますので。 

 はっきり申し上げて、そういったきっちりした線引きって、あまりないと言えばないの

です。鎌取コミュニティセンターがでは教育的な機能がないかといいますと、それは否定

できないのですけれども。あえてそちらのほうをプラザのほうは鮮明に出しているという

ところでございますので。 

 ただ、そうはいっても、現状立ち上げた時点から、そういったことでやっておりますの

で、どちらかというと鎌コミと比べると、そういった実績というか、そういった特色は色

濃いのかなというところもございますので、それについては継続して、令和３年度以降も

続けていきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○小野寺部会長  矢野委員、どうぞ。 

○矢野委員  私も、最初これを見ているときも、どうしてかなと思ったのですけど。例

えば、資料３－１の４ページの管理対象施設の概要のところには、千葉市コミュニティセ

ンター設置管理条例というものに基づいてということで書いてあって、それで、あすみが

丘プラザについては、資料４の４ページのところの設置目的等のところに、千葉市土気あ

すみが丘プラザ設置管理条例というふうに、基になる条例が違っているのです。ですから、

私もどうしてかなというふうに思っていたのですけれども、これを読んでいるだけでは、

ちょっとその違いがよく分からなかったのですけれども。例えばその設置目的のところに、

学習文化とか、そういう文言がたくさんあったりとか、あるいは定期講座の開設、講演会、

展示会等々とかというふうに、鎌取にはないような文言があるということでの説明会での

説明をきちんとされていけばいいのかなというふうに思いました。 

○久我地域づくり支援室長  承知いたしました。ありがとうございます。 

○小野寺部会長  ほかにございますでしょうか。 

○小野寺部会長  私からは、先ほどの鎌取のほうで申し上げたのと同じ意見を申し上げ

ることとしたいと思います。 

 長根委員はいいですか。 

○小野寺部会長  それでは、大体意見が出尽くしたかと思います。 

 千葉市土気あすみが丘プラザ、先ほどの鎌取コミュニティセンターの募集条件、審査基

準等に関して、今、皆さんからいただいた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。 
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（異議なし） 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 それでは、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します。 

○久我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

明をさせていただきます。資料の５をご覧ください。 

 本日ご審議をいただきました「募集要項」、「管理運営の基準」等につきましては、委員

の皆様からのご意見を反映し、一部修正をいたします。その後、募集要項等を７月２７日

の月曜日から公表いたしまして、指定管理予定候補者の募集を開始いたします。 

 応募者の選定は、１０月８日の木曜日、又は１０月１９日の月曜日に予定しております、

第３回、第４回の緑区役所部会におきまして、委員の皆様に審査並びに選定をお願いいた

します。 

 なお、選定結果については、小野寺部会長から、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

の第４回市議会定例会に指定管理者の協定に係る議案を提出する予定でございます。 

 議決の後、基本協定を締結いたしまして、令和３年４月１日から指定管理を開始すると

いう予定になってございます。 

 以上です。 

○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、ご意見はござい

ますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（なし） 

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

いします。 

○久我地域づくり支援室長  それでは、本日の会議録の公開についてご説明をさせてい

ただきます。 

 本日の会議録につきましては、後日、委員の皆様にご確認をお願いいたします。 

 また、会議録の公表につきましては、選定終了後に公開をする予定でございますので、

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。 

○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、ご意見はござい

ますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、最後に全体を通して、委員の皆様から、ほかにご質問、ご

意見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 矢野委員。 

○矢野委員  確認ですけど、私たちのこれからの予定というのは、１０月８日の部会と、

１０月１９日の部会と、あと２回を予定しておくと、そういうことでよろしいでしょうか。 

○久我地域づくり支援室長  事務局から申し上げます。 



 

―２４― 

 今、矢野委員からお話がありましたとおり、その１０月の２回の会議を予定しておりま

す。またご案内はさせていただきますが、あと２回で選定のほうをお願いしたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○田辺委員  会議がどういうのか知らないので、１０月８日に来る前に私たちの家に何

らかのこういうものが送られてくるのですか。 

○地域づくり支援室職員  そうですね、また１０月８日、１０月１９日の前に資料のほ

うはお送りさせていただきます。当然こういった選定に係るものですとか、そういったも

のを含めて資料のほうはお送りさせていただきたいと思っております。 

○田辺委員  どんなというか、するべきことは、選定の際の点数をつけるのが仕事です

よね。 

○地域づくり支援室職員  はい。 

○田辺委員  ということは、例えば３社ぐらいあったとしたならば、その３社の資料が

送られてくるということですか。やり方が全然分からなくて。 

○小野寺部会長  昔の電話帳ぐらい分厚いのが多分、３社あったら３社分送られてくる

イメージだと思います。 

○久我地域づくり支援室長  すみません。簡単に申し上げますと、実は来月の７日に応

募者の説明会というのを各施設でやりまして、その後、応募書類が上がってきます。提案

書がメインだと思うのですけど。形式的に審査に引っかかるかどうかというのは、うちの

ほうで判断しますけど、メインで見ていただくのは、その提案の内容になると思いますが、

それを各応募者ごとにまとめて、ちょっと厚くなる可能性はあるのですけど、資料をお送

りしまして、採点の際の参考にしていただきまして、１０月の２回の審査の会議で審査し

て、最終的には選定していただくと、そんな流れになりますので。 

 書類についてはどのくらいの厚みになるかというのは、応募件数によっても大分違って

くるのですけど、メインはその提案の内容になってくると思います。あとは、金額ですか、

コスト面の話。 

○田辺委員  申請書という部分と提案書ということですか。 

○久我地域づくり支援室長  そうですね。提案書がメインになってくると思います。あ

とは会社の経営状態であるとか、そういったものも書類としてついてきますが、その辺り

も含めて書類をお送りすることになると思います。 

○田辺委員  だから、４社ぐらいあったら、４社まるまる来てしまうと。 

○久我地域づくり支援室長  そういうことになります。 

○田辺委員  分かりました。 

○久我地域づくり支援室長  何社来るかは分からないですけど、１０社とか、そんなに

なりますと、かなり書類が厚くなってしまうかもしれません。 

○田辺委員  きちんと勉強して、自分なりの採点をして、ここに来なさいよということ

ですよね。 

○久我地域づくり支援室長  そのようになると思います。よろしくお願いいたします。 

○矢野委員  先ほど審査基準というのがありましたけれども、そうすると来たものに対

して、審査基準にのっとって、ある程度、自分なりにそれを使って採点をしたものを持っ

て、ここのところに集まってくるということですか。 



 

―２５― 

○久我地域づくり支援室長  イメージとしてはそんなふうになると考えております。 

○矢野委員  そうすると、審査基準というものを１社ごとに、一応こうやってもらって、

そこのところに我々が記入してきて、それをここに持ち寄って、いろいろ議論をするとい

う形になるということですね。 

○地域づくり支援室職員  そうですね。イメージ的には、ある程度当たりをつけていた

だいてといいますか、でお越しをいただいたほうがスムーズなのかなとは思うのですけれ

ども、あくまでも決めていただくのは委員の皆様でご相談いただいて、それで平均点を出

して、それを足し込んでいくという、そういうような手法の採点方法にはなりますので、

そこでご議論いただいて、数字をつくって、順位をつけていくというような形になります。

ある程度見て、ご自身で採点をして、お越しいただいたほうがスムーズに部会は進むのか

なというふうには考えております。 

○小野寺部会長  事業者が我々の前に来てプレゼンをする機会ってありませんでしたか。 

○地域づくり支援室職員  あります。 

○久我地域づくり支援室長  １０月の１回目、こちらのほうに鎌取コミュニティセンタ

ーの応募者、こちらのプレゼンテーションを聞いていただきます。２回目が土気あすみが

丘プラザのプレゼンという形になりますので、それを聞いていただいて、生の声を聞いて

いただいた上で採点いただくという形に、最終的にはなると思いますので。 

○矢野委員  １０社いたら、１０社のプレゼンを聞いて、それからここでみんなで話し

合う。 

○久我地域づくり支援室長  そういうことです。 

○矢野委員  例えば、審査基準で１番のところは、管理運営の基本的な考え方で１０点

とありますけれども、これは私は８点つけました。私は９点つけましたとかというような、

そういう形ではなくて、みんなで話し合いをして、あれは大体何点ぐらいではないですか

というような、そういう形でいいのですか。あるいは自分のものを、それぞれが私は何点

だと思いますとか、そういう。あるいはヒアリングというのを聞かないと資料だけでは分

からないかもしれませんよね。 

○久我地域づくり支援室長  それぞれのつけていただいた点数を基に平均点を出して順

位を決めますので、それは相談して、それぞれ相談した上で、この会社は何点と決めるの

ではなくて、この会社にそれぞれの、一つの会社について、各委員さんの採点をしていた

だいた上で事務局がそれを取りまとめて平均値を出して、その事業者の得点を決めていく、

順位を決めていくと、そういった形になります。 

○矢野委員  例えば、私は会社ごとに、ここのところにある審査基準の点数の採点に基

づいて、私自身がそこを記入をして、それを提出するという、そういうことですか。 

○久我地域づくり支援室長  そういうことになります。 

○小野寺部会長  実は非常に難しくて、ただこの基準を理解しないといけないのと、あ

とはテクニック的なのがあって、この点数の基準が、採点がありますけれども、僕らがや

る部分と、形式的に事務局がやってくれる部分があって、実は満点の中で我々がつけると

ころって限られているのです。もし仮に５社来たとしたら、プレゼンも聞いて、それも見

て、多分、自分の中で順位ができると思うのです。自分の中の順位を基に点数を結果的に

変えて行くみたいな、そういうテクニックを使うのかなと思います。 



 

―２６― 

 ただ、その場合にみんなの、委員が５人いるわけで、５人の点数のつけ方が違うとおか

しいのですけど、５人の平均を取るので、多分妥当な順位が出るのではないかなとは思い

ます。大変ですけど。恐らく当日聞いた印象が一番な気はしますので。皆さん、大変です

けど、頑張りましょうということです。 

○久我地域づくり支援室長  よろしくお願いします。 

○小野寺部会長  ほかによろしいですか。聞いておきたいことがあれば、今。ないです

か。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは以上ということで、皆様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。 

 事務局にお返しします。 

○地域づくり支援室職員  長時間にわたりまして、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回緑区部会

を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。 


