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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回美浜区役所部会議事録 

 

１ 日時：令和２年７月２０日（月）１４：００～１５：３０ 

 

２ 場所：千葉市美浜区役所 ３階 ３－２会議室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

長根 裕美委員（部会長）、印南 耕次委員、鶴岡 国良委員、三山 勝江委員 

（２）事務局 

   西地域づくり支援室長、濱田主査、木村主事 

 

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 千葉市美浜区高洲コミュニティセンター  

イ 千葉市美浜区真砂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 千葉市美浜区高洲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 千葉市美浜区真砂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： 

○西地域づくり支援室長  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。 

 まだ少しお時間が早いですけれども、皆様おそろいになりましたので、ただいまより令

和２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回美浜区役所部会を開会させていた

だきます。 

 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長の西と申
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します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 まず、本日の会議でございますが、横山委員より、事前に欠席のご連絡をいただいてお

りまして、委員総数５名のうち、半数以上の４名の委員の皆様にご出席いただいておりま

すので、「千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例第１１条第７項において

準用する第１０条第２項」に基づき、会議は成立をいたしております。 

 次に、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、出入口に消毒液等、設置させていただいております

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。また、職員はマスクを着用

させていただいており、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、ご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、委員の方のご紹介ですが、前回の部会からの変更はございませんので、大

変申し訳ありませんが、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

員会美浜区役所部会委員名簿」をもちまして、ご紹介にかえさせていただきます。 

 それから、事務局職員の紹介につきましても、前回と変更はございません。お手元のフ

ァイルには「席次表」、曽我辺区長と入っておりますが、本日は欠席となりましたので、区

長を除く３名の事務局職員で、進めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 それでは、本日の会議資料の確認をさせていただきます。 

 お手元の資料をご覧いただけますでしょうか。まず「次第」がございます。それから「席

次表」、「資料一覧」を、お手元にご用意いたしました。 

 続きまして、資料１「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回美浜区役所部会進

行表」がございます。左側に時間が入っている表です。それから資料２が「美浜区役所部

会委員名簿」、先ほどご覧いただいたものでございます。資料３－１から３－５まででござ

いますが、「千葉市美浜区高洲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、

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。それから、資料４が「千葉市美浜区真砂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４－１から５までが、真砂コミュニティセンターの資料でございます。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から６まででございますが、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」でございます。参考資料３が「部会の

設置について」、それから参考資料４が「美浜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」でございます。最後の参考資料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。 

 以上の資料をお配りしております。 
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 おそろいでしょうか。不足がございましたらお知らせいただきますよう、お願いいたし

ます。 

 それから、「資料追記点一覧」というのを本日お配りいたしました。募集要項と様式集表

紙に追加で入れさせていただく資料を別に用意させていただいております。 

 よろしいでしょうか。資料がすべてございましたら、これより議事のほうに入らせてい

ただきます。 

 これからの議事につきましては、進行を長根部会長にお願いしたいと存じます。どうぞ

よろしくお願いいたします 

○長根部会長  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、事務局に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、ご説明をお願いいたします。 

○地域づくり支援室職員  私のほうから説明をさせていただきます。 

 はじめに、審議の流れについて説明いたします。 

 委員の皆様には、これから事務局よりご説明いたします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、募集関係書類のうち、「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」の四つを公表いたします。「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。 

 それでは、次に、募集関係書類の概要について、ご説明いたします。 

 まず、「募集要項」については、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

しています。 

 次に、「管理運営の基準」については、指定管理者が行うべき業務、各施設の設置管理条

例にて定める「管理の基準及び業務の範囲」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しております。 

 次に、「基本協定書」については、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

ものです。 

 最後に、「選定基準」については、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示しております。 

 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の説明は、

以上でございます。 

○長根部会長  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質問はございませんでしょうか。ご質問、あ
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るいは意見等ありますか。 

（なし） 

○長根部会長  特にないようでしたら、「美浜区高洲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、実際に資料をご覧いただきながら、説明させてい

ただきたいと思います。 

 まず、「募集要項」についてです。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

順について定めております。 

 中段の日程表をご覧ください。 

 事前にご説明させていただいたとおり、公募から選定までを記載の日程で進めてまいり

ます。再度の確認ではございますが、委員の皆様にお集まりいただくのは、表の７番目、

１０月２３日（金）の第３回美浜区役所部会で、委員の皆様によるヒアリング・選定を実

施いたします。なお、両施設の応募者数の合計が５者を超えた場合、予備日として１０月

２６日（月）にも、部会を開催する予定です。開催につきましては、後日、事務局よりお

知らせをいたします。なお、真砂コミュニティセンターの選定の手順も、同様の日程とな

っております。 

 次に、４ページ「４ 管理対象施設の概要」をご覧ください。 

 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。 

 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、施設の社会的使命や役割を示すミッションは、「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、当施設の特徴ですが、「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。」 

 その下、「イ 情報発信、相談機能」として、「（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
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紹介、助言ができる相談機能を持つ。」といった考えに基づき事業を実施しております。 

 なお、こちらについては、真砂コミュニティセンターも同様の内容となっております。 

 次に、５ページ、「（４）施設の概要」をご覧ください。 

 高洲コミュニティセンターは、「美浜図書館」、「稲毛海岸子どもルーム」、「高洲・子育て

リラックス館」、「美浜いきいきプラザ分室」が併設された複合施設であり、指定管理者に

て建物一括管理を行います。 

 なお、次期指定管理期間では、大規模改修工事等の予定はございません。 

 次に、６ページ、「（５）指定管理者制度導入に関する市の考え」についてです。ここで

は、制度導入による市の狙い及び、その狙いを達成するために指定管理者に期待する役割

について記載しております。 

 少し読み上げますと、「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。」との内容になっております。 

 その下に、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、明示して

おります。具体的な成果指標として、「諸室の稼働率」を掲げ、また、数値目標は、事前に

ご説明させていただいた通り、過去の実績や新型コロナウイルス感染症拡大による「新し

い生活様式」等を勘案し、指定期間最終年度において、諸室の稼働率５４．４％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」ですが、ここでは、指定管理者が行うべき必

須業務及び行うことができる自主事業、再委託について定めております。具体的な業務の

詳細については、後ほどご説明いたします、資料３－２「管理運営の基準」で示しており

ます。 

 次に、「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。 

 また、８ページ上段に記載がありますが、今後、おおむね年に１回程度、市の施策等に

ついての指定管理者に対する説明会・研修会を実施する予定であり、指定管理者はこれに

出席するものである旨も、こちらに記載しております。 

 続いて、その下の「７ 指定管理者の公募手続」ですが、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。 

 次に、１１ページの「８ 応募に関する事項」では、応募資格及び失格事由、提出書類、

留意事項などを定めております。 

 次に、１５ページ一番下から始まる「９ 経理に関する事項」でございます。 

 ここでは、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。 

 １６ページをご覧ください。中段に、「指定管理料の基準額について」という項目があり、

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を記載しています。基準額は、２

億６，３４９万６千円となります。 

 応募者はこの基準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。この基準額

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、提案内容審査に進む
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ことはできません。 

 １７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ついては、その一部について市

へ還元を求めるものです。 

 なお、利益の還元額は市から基準を示しており、応募者の提案でこれを上回る基準とす

ることもできますが、審査の対象にはありません。 

 次に、１８ページ、「１０ 審査選定」をご覧ください。ここでは、選定方法や、審査基

準の概要、１９ページには審査項目及び、配点などについて、記載しております。これら

の詳細については、資料３－５「選定基準」において、ご説明いたします。 

 続いての２０ページ以降は、「１１ 関係法規」、「１２ 参考資料」、「１３ その他」を

記載しておりますが、こちらに関しましては、説明を省略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「管理運営の基準」についての説明です。資料３－２をお開き

ください。 

 まず２ページから４ページにかけまして、高洲コミュニティセンターの諸室の貸出業務

等について記載しております。 

 ５ページ、「（２）市からの事業実施受託業務」ですが、こちらは、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。 

 「イ 絵本の読み聞かせ、おはなし会等の実施」がありますが、これは前回の選定時か

ら導入された事業実施受託業務であり、「千葉市子ども読書活動推進計画に基づき、子ども

の自主的な読書活動を推進するため、絵本の読み聞かせ、おはなし会等を年４回以上実施

すること。」を次期指定期間においても、指定管理者に対して行わせることといたしました。 

 続いて、その下「（３）新型コロナウイルス感染防止策の実施」についてです。これは今

回から全市的に導入された項目でございまして、内容を読み上げますと、「ア『新しい生活

様式の実践例』に沿った利用の徹底を促すこと。」、「イ感染拡大予防ガイドラインに基づく

適切な感染防止策を講じること。」がございます。 

 続いて６ページ、「（４）その他の業務」では、「ア 利用者支援」の「（ウ）Ｗｉ－Ｆｉ

サービスの提供」が追加され、７ページからは「災害時の避難者の受入」等について記載

しております。９ページ中段では「オ ちばシティポイント制度への協力」の項目が新た

に追加となり、当制度への協力を促しております。 

 続いて、その下の「３ 施設維持管理に関する業務の基準」が示されております。 

 高洲コミュニティセンターは複合施設ですが、基本的には施設一括管理となりますので、

９ページから記載のとおり、設備の点検や清掃、機械警備、駐車場・植栽を含む外構など

の維持管理を、指定管理者が行うこととなります。なお、専用部分における修繕の実施と

備品の管理、諸室の施錠及び鍵の管理につきましては、施設ごとに行う責任を負うものと

しております。 

 また、光熱水費（電気・ガス・上下水道）は、指定管理者が支払うこととし、通信費（放
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送受信料・電話料金・インターネット使用料等）は、各施設にて支払うこととしておりま

す。 

 １５ページの「（８）駐車（駐輪）場管理業務」では、「ウ 駐車場の混雑対策」の項目

が新たに追加となり、曜日や時間帯ごとの混雑予測等を周知し、駐車場の混雑緩和に努め

ること、としております。 

 １６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。 

 また、２２ページの「７ 留意事項」をご覧ください。「（２）施設の管理に関する留意

事項」のアの項目についてですが、健康増進法及び千葉市受動喫煙の防止に関する条例の

改正により、令和２年４月から多数の者が利用する公共施設について、敷地内全面禁煙と

することが義務づけられました。したがって、今までの「館内は、原則として禁煙とする」

のところを、「本施設は敷地内全面禁煙とする」に改正いたしました。 

 「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。資料３－５をお開きくださ

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になります。 

 委員の皆様には、１０月２３日開催の部会において、こちらの「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。 

 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「１ 審査方式」をご覧ください。 

 「（１）形式的要件審査」ですが、こちらは、提案書を含む応募者からの提出書類を、２

ページ下段に記載されております、「ア 応募資格」の各要件を満たしているか、また、３

ページに記載の「イ 失格要件」に該当するものでないかを確認いたします。この審査に

通過した応募者が、第二次審査である「提案内容審査」に進むことができます。 

 １ページに戻りまして、「（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、委員の皆様には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。 

 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、
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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。 

 続いて、４ページでは、提案内容審査の審査項目及び配点について記載しており、ご覧

のとおりとなっております。 

 次に、５ページ、「イ 審査項目の配点の考え方」をご覧ください。 

 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、６ページ、「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。なお、

委員の皆様の過半数が「Ｄ」の評価をし、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。 

 次に掲げる審査項目については、原則によらず、７ページから１５ページの「（２）採点

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

評価を行います。 

 ただいまご説明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をいたします。 

 「選定基準」につきましては、以上でございます。 

 続いて、これまでご説明しました資料のほかに、資料３－３、応募の際に使用する「指

定管理者指定申請書類」の様式と、資料３－４「基本協定書」について、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。 

 高洲コミュニティセンターに係る募集要項等についての説明は以上でございます。 

○長根部会長  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。 

○印南委員  資料３－１の４ページの地域の特性とありますよね。地域の特性に、ひと
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り暮らしの高齢者の数も年々増加する傾向にあるとありますけれども、ひとり暮らしの高

齢者がどのくらいコミュニティセンターに参加しているかというようなデータはあるので

すか。 

○三山委員  具体的なものはないのでは。ただ、高齢者が数多く利用されているという

ことは現実ではありますが、その方がひとり暮らしかどうかというところまでは把握して

いないと思います。 

○印南委員  そうすると、年々増加する外国人との共生が課題となっているとあります

が、外国人がどのくらいコミュニティセンターを使っているかというデータはあるのです

か。 

○三山委員  中国語の講座とか、その辺で子どもたちを教育したりとか、勉強会なんか

はされているようですけど、具体的な数までは市は把握していないかと。 

○西地域づくり支援室長  利用者の国籍を聞いたりするということはなかなかないもの

ですから、そこは厳密なデータとしては持っていません。 

○印南委員  それは積極的にそういう人にも参加してもらうようにするのですか。 

○西地域づくり支援室長  先ほどおっしゃっていたとおり、地域特性が、高洲・高浜の

場合は外国人の方も多いエリアですので、そういう方にも積極的に利用していただけるよ

うな、外国語表記であるとか、中国語講座であるとか、そういった取組というのはこれま

でも自主事業のほうで企画しているのではないかということを考えております。そのこと

が地域の特性ということになると思います。 

○印南委員  すると、地域住民のニーズをどのようにして把握するのかという、的確に

把握するのかというのはあるのですか。ニーズがあるというのは分かるのですけど、どの

ようにしてそのニーズを把握する、その方法ですね。それはあるのですか。 

○西地域づくり支援室長  コミュニティセンターの利用者に対するアンケートを取って

います。 

○印南委員  それは利用者だけだから、利用者以外の人に来てほしいわけですよね。 

○西地域づくり支援室長  そうですね。 

○印南委員  一度利用者以外の人のアンケートを、利用者以外の人がどういうニーズを

持っているのかという、それはないですよね。 

アンケートではなくてもいいのだけど、利用者以外の人をどのように、コミュニティセ

ンターを使って仲間に入れられるかという、そういう活動が必要ですよね。そういうニー

ズを狙って使うのかという、その方法はないのかと。 

○西地域づくり支援室長  コミュニティセンターの存在というものをより広く、利用さ

れていない方にもこういう活動をする施設がありますと、こういう利用ができますという

ような周知ですよね。 

○印南委員  それをどうやって市民の人に知らせるのか。というのは、ホームページを

見ると、ほとんどアクセスした形跡はないし、ツイッターは入っているけど、体育館の情

報しかないし、地図はないし、ないのばっかりで。だから、ホームページも使わなくて、

どうやってそのニーズを把握したり、又は情報発信したりすることができるのかなと。こ

れ全部委託者に任せているのですかね。 

○西地域づくり支援室長  ホームページもそうなのですけれども、ホームページを見ら
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れない方も、インターネット環境がない方に対しても、市政だよりがございます。市政だ

よりの美浜区版というコーナーで、コミュニティセンターで行っている自主事業、イベン

ト、こういうものをやっていますので、ぜひご参加くださいというような記事を掲載して

います。最近は新型コロナウイルスの影響で中止になってしまったケースが多いのですけ

れども、毎月、何らかのイベントをご紹介して、興味のある方に少しでも利用していただ

けるような取組みはしております。 

○印南委員  確かに、高齢者でしょう。高齢者というのはそんなにコンピューターを使

わないですよね。スマホも使わないし、難しいだろうと思うのだけど、何かないのかなと

いう。我々、避難訓練をやるでしょう。あのときに一番問題になるのは、外国人と高齢者。

高齢者は助けられないですよね。けど、外国人の場合には、仲間に入れば戦力になるので

はないかなと思うのですよね。けど、いい方法は我々にもない。 

○西地域づくり支援室長  逆にそういった外国人との共生であるとか、ひとり暮らしの

高齢者を含む、地域で、より多くの利用者を獲得していく取組みについては、今回の募集

の中で応募をしてきた提案者の方々に、どういうお考えで取り組まれていますかというこ

とを逆に我々としても聞いてみたいところが正直あります。 

○印南委員  それで、この募集の資料があるでしょう。この資料３－３の中には、そう

いうことを書いた資料は何もないように思うのです。 

○西地域づくり支援室長  資料３－３の１７ページに、施設の利用促進の方策というテ

ーマで一つ書かせるものがございます。施設の利用促進の方策は、必ずしも利用者だけで

はなくて、これから新たに使っていただけるようなイベント、それから仕組みを提案させ

る、考え方を書かせるという資料として入っておりますので、ここで書いていただくこと

になるのかなと思います。 

○印南委員  点数は幾らなのですかね。 

○西地域づくり支援室長  点数は、資料３－５の資料の４ページ、４の施設の効用を最

大限発揮するものであることの、（４）にあたりますので、１０点です。ですので、これは

配点が高めに設定されております。 

○印南  なるほど、わかりました。 

○長根部会長  ほかにございませんでしょうか。 

○長根部会長  これに関連して、ちょっと本質ではないのですけど、一応確認したいこ

ととして、施設の利用者のニーズとか、どんな人が利用しているかというのは、これまで

全部アンケートだけで把握していたのでしたっけ。それとも施設を利用する際に、図書カ

ードみたいなものがあって、どんな年齢層の方が、性別とか、そういったものが申込み時

点で分かるようになっていましたか。ただ名前を名簿に書いて、それだけなのですか。 

○西地域づくり支援室長  事業報告書の中で年代とか、そういったものはデータとして

出ていたと思います。 

○長根部会長  私も、てっきり利用している方の個人属性というのは全部アンケートだ

けで把握していたのかなと、思っていたのですが、申し込むときに名前はもちろん電話番

号とか書くと思うけど、そのときに最低限の個人属性は分からないのかなと。 

○西地域づくり支援室長  それは分かっているはずです。国籍まではちょっと厳しいの

ですが。 
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○濱田地域づくり支援室主査  あとはサークル登録は、代表者からサークル会員まで全

員、毎年年度はじめに行っています。そこで市内、市外、男女の比というのが把握できる。

ただ、これはあくまでも登録者になりますので、その日の利用者とはまた別なのですが、

基本的にそういったところでは、属性とかは大まかには把握はできます。 

○長根部会長  年齢は分かるのですか。年代だけですか。 

○三山委員  年齢は書いています。 

○長根部会長  施設の利用促進を業者の方が方策を検討する際に、そういった利用者の

個人属性とかが分からないと、要はデータないと方策を立てるものがないだろうなと思っ

たので、そういったデータの蓄積があるのかなと思いまして。若い人なのかお年寄りが多

いとか、男性、女性どちらが多いのかという基本的な利用者の情報が分からないと、施設

側も利用促進の方策というのは立てづらいのかなと思いまして、ちょっと今頃お聞きした

次第です。一応分かりました。 

○西地域づくり支援室長  団体利用の方はすべての方の個人属性を登録させるのはなか

なか難しかったりするところもありますので、代表者の方とか、そういった方の属性を基

に、その団体がおよそどんな世代の方、男女比もそうでしょうけど、何かのサークルであ

れば、どれくらいの男女比なのかというのは、その代表者とかを見ながらやるという形に

なっているのが実際なのかなというふうに思います。 

○長根部会長  ほかに何かございますか。 

○印南委員  これも難しいのだけど、５年間ですよね。取ったときに、その会社はどれ

だけもうかるのかというのは、なかなかつかみにくいのですよね。これを突かないと、２

億６千万でいいのかどうかというのが何か分かりにくい。だから何かいい方法はないのか

なというのはありますね。 

 僕は、多分２億５千万円で落札したとして、利益が８％あるのではないかなと思って。

そうすると、２千万、それを５で割って、毎年３００万か４００万くらい。そのくらいの

利益があるのではないかと思うのだけど。これは事後的には分かるのか、はっきりと分か

るものではないけど、その次の年に財務書類を作るではないですか。それはもうかったの

と、もうかった利益はその中に入っていますからね。だから去年よりも利益が増えている

はず。だけど、それはその他のとごちゃまぜになっているから、正確にこれだけ増えてた

というのは分からない。そこを知りたいというのはあるのですが。 

○西地域づくり支援室長  高洲コミュニティセンターの場合は、結構老朽化も進んでお

りまして、それに伴う経費も年々かかっている状況で、自主事業を頑張ってはいるのです

が、なかなか経営という面で見ると、厳しい状況なのかなというふうに認識はしています。

施設の維持についても、結構長年やっている業者さんが引き続きやっているというケース

が多くて、なぜかというと、その建物をよく知っている業者が引き続きやらないと、いつ

どこが壊れても何とか対応できるようにしないといけませんので、そういうふうになって

くると、やっぱりそれなりの経費がかかってくると、固定費がかかってくるという、なか

なか難しい経営を強いられているというのは、こちら側の認識ではあります。 

○印南委員  同じ業者を使えば、安定はしていくかもしれないけれど、革新的なものは

出てこないですよね。確かにどれを取るかの問題はあると思います。僕はどちらかという

と、あまりドラスティックに変えるよりも今のやり方のほうが好きですけどね。けど、や
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はり変えることも、しないといけないのかなという気がします。 

 多分、本体の人がコミュニティセンターの管理を、経営のところを担当しているのでは

ないかと思うのだけど。彼らが本体と同じように経営を一生懸命考えれば、もう少し変わ

ったものがあるのではないかと思うのだけど、例えば、費用だけ付け替えするのではない

かという、そういう気がする。 

○西地域づくり支援室長  そこは今回の提案の中で聞いていただく感じになるのかなと

いう気がします。 

○長根部会長  ほかに何かございますか。よろしいですか。 

○長根部会長  私のほうから１点だけ。今回、災害に対する対応等については、すごく

詳しく書いていらっしゃると思うのですが、例えば資料３－２の８ページの辺りから、災

害が起きたときの対応等について、細かく書いていると思うのですけれども、災害に関わ

るのかどうか分からないけど、新型コロナウイルスによって大分コミュニティセンターの

在り方とか、運営の方法って違っていると思うのですけれども、選定の際には、新型コロ

ナに対する対応について、どのように考えているかを聞いてみたいなというか。また、そ

れに対して、市として何か特別に点数をつけるのかどうかとか、あるいはどの項目でその

点を吸収するのかとか、そういった点はちょっと考えておいていただければなとは思いま

す。 

 一過性というよりは、多分もしかしたら数年単位で続く問題かもしれないので、ここで

収束するだろうという見込みでやったとしても、また続いてしまう場合、また大分運用の

仕方が変わってくるので、そういった、半ば突発事項みたいなものをどこで吸収するかは

市のほうにも考えておいていただければなと思います。 

○西地域づくり支援室長  今ご指摘いただいたお話につきましては、美浜区だけではな

くて、６区全体できちんと申請者に対して聴取しないといけない項目だと考えております。

これについては５区の対応を確認しますが、どの項目で評価するかということになると、

例えば、資料３－５の４ページ、「３施設の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと」

ということの「（２）リスク管理及び緊急時の対応」、この辺で採点をしていくしかないの

かなというふうに考えています。恐らく新型コロナウイルス対策につきましては、どの申

請者も内容、申請の説明については、それほど大きく変わるものではないのかなというよ

うな、特段、何かほかの団体とは特別違う何かを用意するということがあまり想定できな

いのかなと。特にこのコミュニティセンター管理運営については箱モノを管理するという

ことになりますので、あまりそのことにお金をかけるということも、恐らくできないのか

なという想定で今考えていて。ただ、これについては６区でどのような形で対応していく

のかというのは一応こちらも情報を集めておこうかなというふうに考えています。 

 今回、新たにコロナウイルスの対応についても、別立てで項目を一つつくって、「管理運

営の基準」の５ページ、（３）のところに新型コロナウイルス感染防止策の実施ということ

で一つ章を立てていますので、もちろんこれはやるわけなのですけれども。これに対して、

申請者のほうで何か、どのような今後コロナ対策のために何ができるのかということにつ

いては、当然６区共通で聞いていかないといけない話なのかなというようなことですね。 

よろしくお願いします。 

○長根部会長  ほかによろしいでしょうか。 
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（なし） 

○長根部会長  では、「高洲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。 

 修正した内容につきましては、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。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○長根部会長  ありがとうございます。 

 それでは、次に、「千葉市美浜区真砂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、ご説明させていただきます。 

 まず、資料４－１の５ページ、「（４）施設の概要」をご覧ください。 

 真砂コミュニティセンターは、「障害福祉サービス事業所」、「地域活動支援センター」が

併設された複合施設です。 

 なお、４階の１室にあります「地域活動拠点」は、真砂地区地域運営委員会など各種団

体の活動拠点として使用されております。 

 また、真砂コミュニティセンターについても、次期指定管理期間において、大規模改修

工事等の予定はございません。 

 次に、６ページ上段の「（５）指定管理者制度導入に関する市の考え」にあります成果指

標として、「①諸室の稼働率」と「②体育館の利用者数」を掲げております。数値目標は、

事前にご説明させていただいたとおり、過去の実績や新型コロナウイルス感染症拡大によ

る「新しい生活様式」等を勘案し、指定期間最終年度において、「諸室の稼働率４３．１％

以上、体育館の利用者数６,９５２人以上」といたしました。 

 なお、体育館の利用者数においては、個人使用に係る利用者数のみを数値目標の対象と

し、これまでの、個人使用と専用使用の合計人数で目標設定をする考え方から変更をして

おります。 

 次に、１６ページの「９ 経理に関する事項」をご覧ください。 

 中段の「指定管理料の基準額について」という項目で、真砂コミュニティセンターの基

準額は、３億５，５７７万７千円となります。応募者はこの金額の範囲内で指定管理料を

市に提示することとなり、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。 

 そのほかの項目につきましては、高洲コミュニティセンターと同様ですので省略いたし

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」についてでございます。高洲コミュニティ

センターと異なる点についてご説明いたします。 

 まず、真砂コミュニティセンターは体育館がありますので、２ページ下段からの「（１）

施設貸出業務」の中で、体育館については４ページ下段の「（イ）体育館の使用申請の受付

等」で受付や貸出し方法を記載しております。こちらの運用につきましては、市内６区の

コミュニティセンターの体育館の運用と同様となります。 

 次に、１１ページ「３ 施設維持管理に関する業務の基準」をご覧ください。 

 真砂コミュニティセンターは複合施設であり、設備の点検や清掃、機械警備、門扉の施
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錠、植栽などの建物全体管理及び共用部分における維持管理は指定管理者が一括して行う

こととなります。 

 施設ごとに行う業務としましては、１７ページ「（イ）ごみ処理」にあります、ごみ処理

委託やごみ集積所の管理、それから、下段の「（９）保管警備業務」において、１８ページ

の「ア 日常警備及び巡回業務」、そして、「管理エリア図（建物・敷地）」及び「維持管理

区分表」に基づく、専用部分における備品の管理や修繕、消耗品につきましては、施設ご

とに行うこととしております。 

 また、光熱水費及び通信費についても、２５ページ上から四つ目の「エ」の項目に記載

がありますとおり、各施設の負担としております。 

 「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４－３、４－４、４－５につきましては、高洲コミュニティセンターと同様

ですので、説明は省略させていただきます。 

 真砂コミュニティセンターに係る募集要項等についての説明は以上でございますが、追

加で申し上げますと、７月６日の第１回美浜区役所部会においていただきました「真砂コ

ミュニティセンター図書室の貸出しと閲覧の場所が分かれているということについて、利

用者の利便性にも配慮されるよう、努められたい」というご意見についてですが、現在は、

閲覧の際に貸出し同様の手続をする必要はなく、閲覧用の受付けとして、利用者の氏名を

受付け簿に記入するという、より簡易な運用方法となっておりますので、ご報告をさせて

いただきます。 

 説明は以上でございます。 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 ただいま事務局からご説明いただきましたが、募集条件や審査基準等につきまして、ご

質問も含めご意見ございますでしょうか。 

○鶴岡委員  よろしいですか。素朴な質問で申し訳ないですけど、この選定委員会とい

うのは、コミュニティセンターだけで千葉市の施設は相当ありますよね。幾つくらいある

のか。また、それぞれに選定委員会があって、それぞれに審査を諮っているのか。大体の

数でいいのですけど、まず幾つくらいあるかというのと、それから、高洲も真砂もあるわ

けですが、資料５に審査採点方法とありますね。「Ａ」から「Ｅ」まであるのですが、今ま

でいろいろな施設で、「Ｄ」と評価されたところがあるのかどうか。もしそういうのがあっ

たら。 

 それと、千葉市のいろいろな施設があって、コミュニティセンターがあって、それから

小学校があって、コミュニティエリアというふうに思われると思うのですが、公民館とい

うのがありますね。あれは委託ではなくて、直営ですか。 

○西地域づくり支援室長  公民館は指定管理です。 

○鶴岡委員  そうなんだ。いつ頃からなったのか、気がつかなった。 

○西地域づくり支援室長  昨年の４月でしたでしょうか。 

○鶴岡委員  公民館も指定管理の中に入っているわけですね。 

○西地域づくり支援室長  そうです。 

○鶴岡委員  管轄的には、あれは文科省ですよね。 

○長根部会長  それは教育委員会ですよね。 
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○鶴岡委員  文科省ですね、教育委員会ですから。コミュニティというのは、多分、総

務省になってくるよね。 

○西地域づくり支援室長  そうなりますね。 

○鶴岡委員  その辺りでいつも私は疑問に思ったのですが、公民館もコミュニティセン

ターも同じようなことをやっているような感じがしてしようがないですよ。何とかこれ、

一緒にならないものかというふうに感じたのですね。これは、国の組織ですから、国から

そっくり変えていかなければいけないということがあるとは思うのですけれども、何かう

まい方法がないだろうかと思って、前々からそれを感じていて。だから、それができるの

か、できないのか。国相手ですからちょっと無理ですが。 

 まず私が質問したいのは、さっき言った指定管理の指定というのは公民館だと相当な数

がありますね。それで、この「Ｄ」がまずあったのかと思って、これをちょっと質問した

かったのです。多分ないだろうと思うのだけど。 

○西地域づくり支援室長  すべての指定管理の選定評価の中で、「Ｄ」があったかどうか

というのを調べるのは、なかなか現状では至難の技でございますので、数的には相当少な

いのかなとは思うのですが、中には恐らくある、申請書の内容によっては、「Ｄ」評価をも

らってしまう、そういう団体も中にはあるのかなというふうには思います。 

 あと公民館とコミュニティセンターの違いというのは、今まさしく悩ましい話でありま

して、もともと生い立ちをたどると、公民館は社会教育施設ということで、教育委員会が

所管しておりました。コミュニティセンターというのは、地域活動を促進する、サークル

活動を支援するような、そういう場所でありましたので、教育的側面があるかないかみた

いな違いはあるにせよ、今の現代社会の中では、ほぼ同じような役割を担っているという

ところは否定はできないのかなと思います。 

 ただ、そういう生い立ちの違いはあるにせよ、やはり公民館を使う方々、あるいはコミ

ュニティセンターを使う方々、それぞれの施設を利用しながら自分たちのしたい活動を継

続していくということが、それを支援していくということが市の役割なのかなというふう

に思いますので、そこについてはあまりこだわらずに運用を続けていくということになる

のかなというふうには思いますけど、そこはもう先ほどおっしゃったとおり、文科省と総

務省ではないですけど、法律の違いみたいなところもございますので、なかなかそこを一

本化するとかという話には多分できにくいのかなと。少なくとも千葉市としては多分、何

も手がつけられないのかなというような。 

○鶴岡委員  それこそ先生の範囲になるのかな。 

○長根部会長  いやいや、そんなことはない。 

○鶴岡委員  どうなのかなといつも思って。 

 これは私がいろいろ聞き及んだ中での最初のコミュニティというのは家庭がスタートで、

それからいろいろ地域によって小学校、中学校単位とかといろいろ分かれてくるのだけど、

公民館というのは中学校単位でしたっけ。 

○西地域づくり支援室長  中学校単位です。 

○鶴岡委員  申込みが基本的には、今はどうか分かりませんけど、昔は登録団体だけだ

ったのです。 

○三山委員  いや、今個人使用もできるようになりましたよね。高洲の場合には、コミ
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ュニティがあるからということで、公民館はないのだよというような話がまことしやかに。

公民館はないです。 

○西地域づくり支援室長  高浜公民館まで行かないとないですよね。 

○三山委員  個人的には別の公民館のほうが近いですけど。そこの辺は両方の公民館を

利用されている、あっちこっちも使えるという部分はあるのですけど、公民館とコミュニ

ティの違いは何なのかって、本当に分かりません。使い方も、申込みも今同じカードを使

って、同じ番号のＩＤを使いながら申し込みをするような形になっておりますし。 

○鶴岡委員  だから、昔は公民館は市の直接のときには、無理強いして団体申込み、公

民館。コミュニティは個人申込みからできるよということにしようではないかということ

で分けていたような気がするのですよ。今はどうなっているか分かりませんけど、多分。 

○三山委員  公民館に関しても個人利用ができるようになったという話は聞いています。

個人利用されている方も現にいらっしゃいます。 

○鶴岡委員  事前に何か年度当初に申込み受け付けて、それだという形のはあったけど。 

○三山委員  年度初めに登録はしますけど。今は一緒なのですよね。同じＩＤを使って

申込みをできるようになったのです。だから、そこの辺の違いがよく分からないのです。 

○鶴岡委員  なまじ英語でコミュニティ何ていうから、最初分からなくなってね。では

公民館で使うのと、コミュニティセンターで使うのはどうなのだというようなことから、

いろいろ論争もあったのですよ。コミュニティとは何ぞやということになってきて、大変、

分からないまま終わってしまったような気がするのですよ。今も同じようなものかなと思

いながら、ちょっと余計なことを申し上げたのですが、公民館も指定管理ということであ

ればね。 

 上は二つで、下は一つだから、千葉市でもね。その辺が難しいのでしょうね。余計なご

質問で申し訳ございません。 

○長根部会長  ほかに質問はございませんか。 

○印南委員  普通はパワーポイントを使った、こういうプレゼンテーションをやるのだ

けど、この指定管理者選定委員会はそれをやらないのですよね。これは兼務の選定委員会

でもプレゼンテーションをやったことがあるのですけど、どっちでもいいです、この紙で

もいいし、プレゼンテーションしてもいいのですが。確かに紙のほうが集計しやすいかも

しれないけれども、何が言いたいかというのは分かりにくいですよね。 

○長根部会長  設備的に、そもそもパワーポイントを投影できる施設があるのでしょう

か。 

○西地域づくり支援室長  確かになくはないのですが、一応要項上はワードであるとか、

エクセルであるとかという感じで指定はしています。ヒアリングについては何もその点は

定めておりません。 

○印南委員  というのは、情報発信とかというのを書いていますでしょう。情報発信と

いうと、やっぱりデジタルデータを使わないと、なかなか発信はできない状況ですよね。

そのときに紙のデータで審査していいのかなというのがあるのだけど。 

 それと、紙のデータの場合には、そういう専門業者がいて、きちんと書いてくれて、こ

れなら受かりますよと。そのような状況もあるのではないかなと。だから、一度取ったと

ころは同じようにしたら取れるのですよね。それよりも、もうちょっと何かないのかなと
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いうのがありますね。 

○西地域づくり支援室長  プレゼンテーションも実力のうちということですよね。 

○印南委員  そう。要するに、年寄りの人というのは物すごく難しいですよね。情報発

信をするといっても。難しいのだけれども、年寄りの人がタブレットとか、こういうのを

使ってくれるとすごくやりやすいですよね。だから、できることならば、年寄りの人ほど、

そういうものを使うように協力していくと、いいのではないかなと僕は思うのだけど。そ

のためには、そういうことができるような業者がいいのかなと。そういう業者であれば、

多分プレゼンテーションさせてくださいと。こういう静止画だけではなくて、動画を使っ

たり音声を使ったり、いろいろなことを使ってやれるといいのだけど、それを見て、そう

いうの意味でも見てみたいなと思います。 

○長根部会長  すごく難しくて、市が用意する共通フォーマットであれば、本当に中身

だけで比較することができるのですが、プレゼンテーションは印南先生がおっしゃるのは

まさにそうだとは思うのですけど。ただ難しいのは、学者をやっていると、中身すかすか

だけど、プレゼンテーションがうまくて、うまくきれいに見せるというケースもあるわけ

ですよね。もちろんうまい方は中身もそうなっているだろうとは思うのですが、難しいの

はやっぱりそうで、現状では同じフォーマットに落とし込んでいるので、割と中身だけで

比較しやすいのかなと思うのです。そこにプレゼンテーションが入ると確かにそういう発

信のスキルを見ることはできるのですが、逆にそっちのほうで、何でしょう、いいように

丸め込まれてではないのですけれども、いいように見せて、それで中身の審査に及ばない。

結局は選ぶ側の責任になりますが、なかなか難しいものもあります。バランスですね。プ

レゼンテーションと文章と中身の比較という。それはやっぱりバランスよく見ていかなく

てはいけないのかなという、非常にそこは我々審査員が試されるのかなという気はします

ね。 

○印南委員  それでプレゼンテーションをするために、パワーポイントを使ってやるの

だけど、この書類でも同じものをやっぱり作ってもらうのがいいと思うのですけどね。で

も、先生の言うことも分かります。 

○西地域づくり支援室長  逆に言うと提案が良くてもプレゼンテーションで失敗して点

数を落とすみたいな、そういうケースもあるのですね。本当に一長一短という、先ほどお

っしゃったとおりで、どっちかに偏ってはいけないのかなという感じはします。プレゼン

テーションの実力も、確かに実力だと思うのですけれども、それだけではないですから。

やはり中身が伴っているということが大事だということだと思いますね。 

○長根部会長  ほかにございますか。 

○西地域づくり支援室長  事務局側から申し上げるのもなんですが、今回、数値目標を

ご説明させていただいたとおり、専用利用を外して個人利用だけにいたしました。 

６千人規模ということで。これについて委員の皆様にご意見をお伺いしたいと思っていま

して、専用利用を数値目標から外すということが、果たしてそれで大丈夫かということで、

要するに専用利用について手を抜くというような話には多分ならないだろうなと思うので

すが、そこの部分もきっちり入れ込んで、指定管理させるということにしたほうがいいの

かどうかというところなのですね。もし入れるとなると、専用利用については稼働率、そ

の枠が埋まっているかどうかという稼働率で、個人利用は人数、専用利用は稼働率という
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２本立てで、少し複雑な数値目標になってしまうのかなという気もするのですけれども。

あるいは元に戻して、個人利用と専用利用を合わせた数値で、１万５千人規模で、全体で

何となく利用者がこれだけいればオーケーとするというような設定にするかどうかなので

すけれど。今回あえて少しドラスティックというか、個人利用だけの数値目標にしてお示

しをしています。これで、この辺をやってみようということでもいいと思うのです。ある

いはもっと言うと指定管理の申請者のほうで、これを上回る目標数値を設定して出してく

るということを期待するでもいいと思うのです。こちらとしては最低ラインを設定すると

いうことでもいいと思うのですが、その辺について、委員の皆様がご理解いただけるので

あれば、これでいきたいというふうに思っております。 

○印南委員  僕は変えるのは好きですよ。やってみて、駄目ならまた考えればいいです

よ。 

○西地域づくり支援室長  ただ１回決めると５年間変えられなくなる可能性が高いもの

ですから。あとは毎年専用利用についてもきちんとやりなさいという形でやれればいいの

ですけれども。 

○印南委員  全然駄目だったら途中で、これも頂戴と言えばいい話ですよね。 

○西地域づくり支援室長  指摘としていただければそれで構わないです。基本専用利用

については７割から８割の稼働率で、結構まあまあな稼働、現指定管理の中で稼いでいま

す。料金収入も専用利用と個人利用で結構違いますので。 

○印南委員  体育館は別にしておいて、稼働率というのは２時間単位でやっているので

すよね。２時間で一人でも使っていれば、稼働率１００％と、そうなりますよね。 

○西地域づくり支援室長  そうです。１０人でも１人でも稼働率は同じです。それで金

額が同じものです。そういうことですよね。 

○長根部会長  専用利用を採用すると、あまり実態が見えづらくなるので、大体数とい

うことですよね。専用利用することによって、何かそれで問題が生じますかね。ほかの区

は専用と個人が使っているのですか。 

○西地域づくり支援室長  ほかは今まで同様の個人と専用を足した数字ですね。専用利

用の数字も一応出てはいるので、美浜区でいうと１万５千人くらいの規模にはなりますね。 

○印南委員  安定していると言ったらおかしいけど、あれは専用の場所枠が決まってい

るから、何人来るかどうかは別にしておいて、使っている場所が決まっていますよね。そ

の時々によって１０人だったり、参加者が１２人になったり、それは分からないけど。そ

れは外してもいいのではないかと思うのだけど。個人とちょっと違いますよね。 

○西地域づくり支援室長  そうですね。 

○印南委員  だから、それをごちゃまぜにしてしまうよりも抜いたほうがいいのではな

いかと思いますけど。 

○西地域づくり支援室長  確かに、異質なものが混ざっている感じの数値目標になって

いるのですよね。 

○長根部会長  その点の説明ができるのであれば、私としては特に異論はないのですけ

れども、ほかの先生方は異論はございますか。 

○三山委員  分かりやすいと思います。 

○長根部会長  ほかに何かございますか。もし異論がないようであれば、説明できると
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いうことを前提に、この数値目標でもいいのではないかなと思います。 

（なし） 

○西地域づくり支援室長  ありがとうございます。 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 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いたします。 

○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

をいたします。 

 資料５をご覧ください。まず修正点が１点ございます。上から四つ目に書いてあるのが、

第２回美浜区役所部会１０月２３日（金）なのですが、第２回ではなく、第３回となりま

すので、こちらだけ修正をお願いいたします。 

 では、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２７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２３日に予定しております第３回美浜区役所部会にて、委

員の皆様に審査、選定をしていただきます。 

 選定していただいた結果については、長根部会長より選定評価委員会の横山会長へご報

告をいただき、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。 

 今後の予定については、以上でございます。 

○長根部会長  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。 

（なし） 

○長根部会長  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いたします。 

○地域づくり支援室職員職員  それでは、会議録の公開について、説明をさせていただ

きます。 

 本日の部会の会議録につきましては、後日、委員の皆様にご確認を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。 

 事務局からの説明は、以上でございます。 

○長根部会長  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。 
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（なし） 

○長根部会長  最後に、全体を通して、委員の皆様からほかにご質問、ご意見ございま

すでしょうか。 

（なし） 

○長根部会長  では、皆様のご協力によって、今日の議事はすべて終了いたしました。

ありがとうございます。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

○西地域づくり支援室長  本日はお忙しい中、慎重なご審議いただきまして、誠にあり

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回美浜区役

所部会を閉会とさせていただきます。 

 委員の皆様、本日はどうもありがとうございました。 


