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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回市民・文化部会 

 

１ 日時：令和２年５月２９日（金）  １３：３０～１７：３０  

 

２ 場所：千葉市議会棟３階  第３委員会室  

 

３ 出席者： 

（１）委員  

吉田 恵美委員（部会長）、日野  勝吾委員（副部会長）、稲垣  總一郎委員、  

朝香 桂子委員、八木  直人委員  

（２）事務局  

那須生活文化スポーツ部長、小倉市民総務課長、大嶋主査、中里主事、  

吉野文化振興課長補佐、榎本主査、布施主任主事、川西主事、  

筒井若葉区地域づくり支援室長、出山主任主事  

 

４ 議題： 

（１）令和元年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価及び総合評価について  

ア 千葉市民会館及び千葉市文化センター  

イ 千葉市文化ホール等 

（ア）文化ホール（千葉市若葉文化ホール・千葉市美浜文化ホール）  

（イ）千葉市若葉区千城台コミュニティセンター  

（２）その他  

 

５ 議事概要： 

○小倉市民総務課長   委員の皆様におかれましては、お忙しい中、先週に引き続きお集

まりいただきまして、誠にありがとうございます。  

 それでは、ただいまから令和２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回市

民・文化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市民総務課長の小倉でございます。よろし

くお願いいたします。  

 本日の会議でございますが、千葉市の情報公開条例第２５条に基づきまして公開されて

おります。ただし、一部非公開の部分がございますので、あらかじめご承知おきください。  

 また、傍聴人におかれましては、傍聴要領に記載されている事項を遵守されるようお願

いいたします。  

 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
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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、ご協力をお願いいたし

ます。  

また、職員はマスクを着用しておりますほか、地球温暖化防止のため軽装とさせていただ

いておりますので、ご了承いただきたいと思います。  

 なお、途中に職員入替えのため、５分間程度の休憩をいただく予定でございます。  

 それでは、開会に当たりまして、生活文化スポーツ部長の那須からご挨拶を申し上げま

す。  

○那須生活文化スポーツ部長   生活文化スポーツ部長の那須でございます。本日は、大

変お忙しい中、お越しいただきまして誠にありがとうございます。  

 また、日頃から、市政各般にわたりまして多大なるご支援、ご協力を賜っておりますこ

と、この場をお借りいたしまして感謝を申し上げる次第でございます。  

 皆様ご承知のとおり、国の緊急事態宣言が２５日に解除されまして、本市といたしまし

ても宣言の解除を受けまして、文化施設をはじめ、各施設、順次再開という運びになって

おり、多くの施設が６月１日に開館になるのではないかなと思っております。加えまして、

改装工事をしておりました美術館ですけれども、７月１１日にリニューアルオープンを迎

えられることとなりました。  

 このような状況ではございますけれども、感染症対策を施した上で、多くの方々に来て

いただきたいと思っております。  

 本日は、千葉市民会館及び千葉市文化センター、そして千葉市文化ホール等の、昨年度

の管理運営に対する年度評価について、さらに指定期間全体を通しての総合評価について

も併せてご審議をお願いするものでございます。速やかな会議の進行に努めてまいります

ので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。  

 施設を適正に管理運営していくために、委員の皆様方の豊富なご経験と高いご見識から、

ご意見を賜りますようお願い申し上げ、冒頭の私のご挨拶とさせていただきます。本日は、

どうぞよろしくお願いいたします。  

○小倉市民総務課長   続きまして、資料の確認をさせていただきます。  

 まず、机上に配付させていただきました「次第」、「席次表」、「会議資料一覧」、そ

のほかに事前にファクスで送らせていただきました「委員からの事前質問に対する回答様

式」もお配りさせていただいております。  

その他の会議資料につきましては、青色のドッヂファイルにとじております。資料の内訳

は、会議資料一覧に記載のとおりでございます。なお、参考資料には赤いインデックスで

資料番号を記載しております。  

資料に不足等がございましたら、会議中でも事務局にお知らせいただきたいと存じます。 

 続きまして、会議の成立でございますが、本日は委員の皆さん全員の出席をいただいて

いますので、会議は成立しております。  

 それでは、これより議事に入らせていただきますが、議事につきましては、吉田部会長

に進行をお願いしたいと存じます。  

 よろしくお願いいたします。  
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○吉田部会長  では、「次第」に従いまして、議事を進行してまいります。  

 本日、長丁場になりますが、とても暑いですし、熱中症対策のため、皆さん適宜水分を

しっかり取りながら、どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、議題１の「令和元年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価及び

総合評価について」に入らせていただきます。  

 まず、「千葉市民会館及び千葉市文化センター」の「年度評価」を行います。施設所管

課より説明をお願いします。  

○吉野文化振興課長補佐  文化振興課長補佐の吉野と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。  

 本日、本来であれば、課長の小名木より説明を差し上げるところなのですが、所用につ

き、欠席でございますので、代わりに私から説明させていただきたいと存じます。どうぞ

よろしくお願いいたします。  

 座って説明させていただきます。  

 それでは、千葉市民会館及び千葉市文化センターについてご説明させていただきます。  

 資料３－１「令和元年度指定管理者年度評価シート」をご覧ください。  

 まず、「１ 公の施設の基本情報」及び「２ 指定管理者の基本情報」の欄でございま

す。  

 こちらの欄でございますが、平成２８年度からの新たな指定に基づき設定した内容でご

ざいまして、昨年度と同様のものとなっております。このため、詳細は割愛させていただ

きたいと存じますが、端的に申し上げますと、上から順番に、施設ごとに目指すべき方向

性などを示したビジョン、それから施設の役割等を示したミッションを記載するとともに、

制度導入により見込まれる効果や、その成果を測定するための施設利用者数、使用件数、

稼働率などの成果指標及び達成すべき数値目標を示しておりますので、その内容について、

改めてご確認いただきたいと存じます。  

 また、次の指定管理者でございますが、「公益財団法人千葉市文化振興財団」となって

おります。非公募により選定しておりまして、指定期間は平成２８年４月１日から令和３

年３月３１日までの５年間となっております。  

 ページをおめくりいただきまして、２ページでございます。  

 「３  管理運営の成果・実績」でございます。  

 まず、一つ目の「成果指標に係る数値目標の達成状況」でございますが、施設ごとに先

ほど触れさせていただきました成果指標及び数値目標に基づき、その達成状況を記載した

項目となっております。  

 まず、「ア 市民会館」でございますが、「①施設利用者数」、「③実演芸術の公演本

数」、「⑤大ホール稼働率」、それから「⑥予防的修繕の未実施による施設利用不可能日

数」は、いずれもおおむね目標値を達成されております。  

 一方、「②使用件数」、「④施設稼働率」は、達成率が８５％に満たない状況になって

おります。これは、令和２年２月から新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い利用自粛要

請等を行った結果、例えば大ホールでは３月の利用実績が平日７件、土日祝日で全く利用

がなくなるなど、施設利用のキャンセルや使用の控えが大きく影響したためでございます。 
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 続きまして、「イ  文化センター」でございます。こちらですが、「②文化振興の拠点

施設としての使用件数」、「④ホール稼働率」につきましては、おおむね目標値に近い達

成率となっております。 

 一方で「①使用件数」、それから「③施設稼働率」は、達成率が８５％ほどにとどまっ

ております。こちらも先ほどと同様、新型コロナウイルス感染症に伴う施設利用の落ち込

みや、文化センターで１月から約半月、アートホール舞台床の改修工事が入っておりまし

て、その分での利用の減少が影響しております。  

 次に、「４ 収支状況」でございます。  

 まず、「（１）必須業務収支状況」につきまして、各費目の実績、計画、提案額及びそ

の合計について、計画実績差異・要因分析欄を中心にご説明させていただきたいと存じま

す。  

 まず、「ア 収入」でございますが、合計では、実績と計画との比較において約２，２

００万円のマイナスという形になっております。  

 この主な要因でございますが、少し上に戻りまして、指定管理料につきまして、新型コ

ロナウイルス感染症の対策として、令和２年２月から３月にかけて利用自粛要請等を行っ

た結果、利用ニーズの減少や、それからホールのキャンセル料金について、また今回、市

の方針として利用者への返還を行った結果、指定管理者の収入が大幅に減少したという状

況が発生したことにより、実質的にこれを補填するということを行いまして、指定管理委

託料が約７５０万円ほど増額し、変更契約をしたものでございます。 

 一方、利用料金収入でございますが、新型コロナウイルス感染症による利用の落ち込み

を背景としまして、当初収入として見込んでいたマイク、壇上などの施設利用に伴い必要

となる附帯設備の貸出し分が減少しております。  

 それに加えまして、その他収入につきましても企画提案業務における公演の入場者数の

減により、チケット単価、それから見込みがかなり落ち込むということで、実績との差異

が生じております。  

 次に、計画と提案についての比較で申し上げます。  

 合計では約９００万円のマイナスということになっております。これは、提案段階にお

きまして、消費税率を１０％と見込んで計画を立てていましたことと、鑑賞事業における

公演の出演料が減少したことが主な要因となっております。  

 続きまして、３ページをご覧ください。  

 「イ  支出」でございます。こちらも、「計画実績差異・要因分析」欄を中心にご説明

させていただきます。各費目の実績と計画との比較になりますが、おおむねマイナスの値

となっておりまして、まず、合計では約１，１００万円のマイナスとなっております。こ

の主な要因でございますが、その他事業費におきまして、事業内容の変更による公演料等

の削減、それから、委託費におきまして、市民会館における清掃・警備等の業務委託費の

契約差金が生じたことによるものでございます。  

 続きまして、計画と提案との比較でございます。こちらは、合計で約９００万円のマイ

ナスとなっております。この主な要因としましては、まず人件費につきまして、計画段階

において常勤職員で見込んだものを実配置では舞台職員を委託化したことにより、人員構
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成の違いが生じたという状況が発生しております。それに伴いまして、上から４番目の委

託費が逆に増えております。  

 また、そのほかに、事務費におきまして、消費税率の設定の差による差異が主な原因と

なっております。  

 なお、支出の下にある「本社費・共通費の配賦基準・算定根拠」につきましては、選定

時と同様の考え方でございますので、説明は省略させていただきたいと存じます。  

 続きまして、「（２）自主事業収支状況」でございます。「ア  収入」及び「イ  支

出」につきまして、収入では約１，９６０万円、対前年比では１３％の減、支出では約２，

０５０万円で、対前年比では５％の減となっております。これは、文化センターで実施さ

れております文化塾があるのですけれども、こちらが新型コロナウイルス感染症の影響で、

２月、３月分で中止となった講座があったことが要因でございます。 

 ページをおめくりいただきまして、４ページ目をお願いいたします。  

 「（３）収支状況」でございます。先ほどご説明させていただきました（１）及び

（２）の収支の合計を記載しております。上段からいきますと、まず、必須業務でござい

ますが、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、イベントなどの公演中止や管理

経費の削減により支出が抑制され、収入面で、指定管理委託料が増額変更されたものの、

その他収入であります鑑賞事業における公演等の収入が見込まれなくなったことにより収

入のマイナス幅が大きくなった結果、合計では約１，０５０万円のマイナスとなっており

ます。  

 また、自主事業でございますが、約８５万円のマイナスでございまして、これらを合計

いたしますと収支全体では約１，１４０万円のマイナスという結果になっております。  

 この結果を踏まえまして、利益還元でございますが、収支がマイナスのため、生じてお

りません。  

 続きまして、「５  管理運営状況の評価」でございます。  

 まず、「（１）管理運営による成果・実績」の市の評価でございます。先ほどご説明さ

せていただきました、２ページの「３  管理運営の成果・実績」の「（１）成果指標に係

る数値目標の達成状況」に記載されておりました、各施設の成果指標ごとの達成率を踏ま

えまして、同じページの下の欄の点線の囲みの中にある「評価の内容」の判断基準に基づ

き判断をしたところでございます。  

 続きまして、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」の市の評価でございますが、こ

ちらにつきましても、２ページの「４  収支状況」「（１）必須業務収支状況」の「ア 

収入」について、指定管理料が実績と提案との差異である約４４万円のプラスの結果とな

っておりましたところでございますが、これは、先ほどご説明させていただいております

新型コロナウイルス感染症拡大防止措置に伴い指定管理料の増額変更を行った結果でござ

いますことから、この要因を除いて、「Ｃ」評価と判断させていただいております。  

 続きまして５ページをご覧ください。  

 「（３）管理運営の履行状況」の市の評価でございます。こちらも、下の欄の点線囲み

の中にある「評価の内容」に基づき判断いたしております。こちらの評価の過程につきま

しては、別添の資料に基づいて改めてご説明させていただきたいと存じます。  
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 ここで、資料３－２「千葉市民会館、千葉市文化センター令和元年度  指定管理者年度

評価シート補足資料」をご覧ください。  

 まず、最初のページが市民会館でございます。こちらの内容でございますが、モニタリ

ング結果に基づいて中身が整理されておりまして、その結果を踏まえますと、総じてモニ

タリング結果が「○」という判断になりましたので、縦軸にある各評価項目の評価はすべ

て「Ｃ」評価とさせていただいております。  

 ２枚おめくりいただきまして、文化センターをご覧ください。こちらも同じようにモニ

タリング結果を落とし込んでおりますので、これに基づきますと評価は「Ｃ」評価とさせ

ていただいております。  

 ただし、１枚めくっていただいて４ページ目、「（３）施設の事業の効果的な実施」と

いう欄がございますが、こちらではモニタリングにおいて、企画提案事業が二つ、自主事

業で一つにプラス評価をつけましたので、それに基づきまして、評価点が高くなった結果、

ここは「Ｂ」評価としております。  

 ただし、この結果でございますが、画一的に評価を落とし込んでいるだけでございます

ので、このほかのプラス評価を中心に実施内容を再度確認いたしましたが、この評価を修

正する特記事項はなかったことから、市としての評価は修正しておりません。  

 説明は割愛させていただきましたが、もともとのモニタリング結果につきましては、資

料３－３にございますので、後ほどご確認いただきたいと存じます。 

 それでは再度、「年度評価シート」の５ページにお戻りください  

 また、改めまして、「（３）管理運営の履行状況」の説明になります。市の評価欄でご

ざいますが、先ほどの各施設の評価項目の結果に基づきまして判断した結果、「Ｃ」評価

としております。  

 なお、文化センターにつきましては、一部評価の高かった項目がございましたので、こ

れらを精査した結果、こちらの管理運営の履行状況におきましても、「Ｂ」評価としてお

ります。  

 続きまして、「（４）市民局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応」でござい

ます。昨年度の評価委員会でご意見をいただきました「引き続きの良好な管理運営の実

施」につきましては、利用者が安全かつ衛生的に利用できるよう、清掃設備保守を実施し

て対応させていただいたところでございます。  

 続きまして、「６  利用者ニーズ・満足度等の把握」でございます。アンケートの調査

結果でございますが、資料３－５「年次事業報告書」の「６  アンケート結果報告」及び

「顧客満足度調査結果」がございまして、そちらに詳しく載っているのですけれども、こ

の場ではそれを抜粋した形でご説明させていただきたいと存じます。  

 まず、施設利用者を対象といたしまして実施したアンケートの項目の中に、「施設満足

度」がございますが、市民会館、文化センターともに８０点以上の評価をいただいており

ます。  

 また、イベント参加者向けのアンケートとして、「顧客満足度調査結果」というものを

実施しております。こちらにつきましては、イベントにより満足度の評価が分かれている

ところがございますが、イベント内容はいろいろと違うものですから、一概に評価するの
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は難しいところでありまして、満足度の内容をいま一度検証いたしまして、事業内容の拡

充や見直しなど、市民ニーズにより則した企画を実施できるよう、引き続き指定管理者と

連携してまいりたいと考えております。  

 なお、この資料は先ほどの資料３－５「年次事業報告書」の１２２ページから記載して

おりますので、後ほどご確認いただきたいと存じます。  

 それでは、またページをおめくりいただきまして、６ページをご覧ください。  

 「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」でございます。まず、一

つ目の「洋式トイレを増やしてほしい」というご意見に対しましては、館内にある利用可

能な他の洋式トイレをご案内するという形で対応しております。また、二つ目の「会議室

が暑い・寒い」というご意見に対しましては、スタッフによる会場の確認や設備管理によ

る温度設定を徹底しております。個室に関しましては中央管制室で個別に管理することが

可能なため、調節が必要な場合は受付に連絡をしていただく事を促すなど、利用者に寄り

添った対応が取られているという状況でございます。  

 続きまして、「７  総括」でございます。  

 まず、「（１）指定管理者による自己評価」でございます。成果指標の数値目標が未達

成となる項目があったものの、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける以前までは、順

調に目標値に近づくような形で推移していたということから、おおむね計画どおりに業務

ができたということで、「Ｃ」評価としております。  

 一方、「（２）市による評価」でございます。こちらは、参考資料６の裏面にございま

す「総括評価の目安」に基づき判断した形となっております。具体的には、４ページにご

ざいました「（１）管理運営による成果・実績」、それから５ページの「（３）管理運営

の履行状況までの各評価項目」につきまして、「Ｂ」評価が２つ、「Ｃ」評価が１４、

「Ｄ」評価が２つとなった状況を踏まえまして、「評価の目安」と照らし合わせますと最

終的に総括評価は「Ｃ」としております。  

 「千葉市民会館」、「千葉市文化センター」に係る「指定管理者年度評価シート」の説

明は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。  

○吉田部会長  ありがとうございました。  

 ただいま所管から一通り説明をいただきまして、千葉市民会館及び千葉市文化センター

の年度評価につきまして「評価案」が示されました。  

 はじめに、この市当局の作成した評価の妥当性について及び、指定管理者の施設のサー

ビス水準向上、業務効率化の方策、また、改善を要する点等について、委員の皆様から意

見をお聞きしたいと思います。  

 ご質問も含めまして、何かございましたらお願いいたします。  

○朝香委員   恐れ入ります、市民会館、文化センターの芸術公演というものを企画して

いらっしゃいますけれども、どのような芸術公演があるのかということの興味がありまし

たので、ファミリーコンサートなど、どのような内容なのか、何件かで結構でございます

ので、教えていただきましたら助かります。  

 それと、もう一つよろしいですか。休館日がお正月の日と、第一、第三月曜日というこ



 

 

 ―８― 

とで設定されていますけれども、利用者の要望によっては貸出しをするということが書い

てございました。そのニーズというのは、多いのでしょうか。もし、多い場合には少し考

える必要があるかしらと私は思ったのですけれども、ご回答くださいませ。お願いいたし

ます。  

 もし、難しいようでしたら、また改めてでも結構でございますけれども。  

○吉田部会長  自主事業については、これは報告書に書かれているのですよね。企画提

案事業について、どのような公演をされて、どのぐらいお客様がいらっしゃったかという

一覧があると良いですね。  

○朝香委員   そうです。特に、芸術公演はとても大事なことだと思いましたし、興味が

ありますので。  

○吉野文化振興課長補佐   事業の中身とそれから参加者数等につきましては、資料３

「年次事業報告書」の９８ページから企画提案事業の実績が載っていまして、そちらに事

業ごとの参加者数とか、実施内容を、簡単にまとめているという状況でございます。  

○吉田部会長  企画提案事業は、これは必須業務でやられていたということですか。  

○吉野文化振興課長補佐  そうでございます。  

 あと、もう１点のご質問ありました、第１、第３月曜日についてなのですけれども、確

かにこちらの方は、ニーズが多いか少ないかと言ったらなかなか評価が難しいところはあ

るのですけれども、実際にニーズはございまして、ご要望がありましたら、開けるという

ところはしております。  

 一方でそのときに必要になっていた、例えば建物管理の業務とか、お休みでないとでき

ない部分は、日にちをまた別でずらして対応するというふうに伺っております。  

○朝香委員   そうすると、特別扱いするということで、その第１、第３月曜日に休館と

いうのはそのまま続けていらっしゃるということですね。  

○吉野文化振興課長補佐  そうでございます。  

○朝香委員   そうですか。  

 もう一つ、市民会館が東フィル（東京フィルハーモニー交響楽団）のコンサートをなさ

っていらっしゃるって聞いたのですけれども、これは定期的になさっていらっしゃるので

すか。  

○吉野文化振興課長補佐  市民会館が東フィルさんのコンサートをやるというのは、自

主事業の公演という形でやる形になるのですけれども、毎回毎年やっているかというと、

実績にはそうなってはおりません。  

○朝香委員   定期的にはないという。  

○吉野文化振興課長補佐  何年に一遍と明確に決まっているか、今は存じ上げないので

すけれども、毎年は行っていないという状況ではございます。  

○朝香委員   そうなのですか。東フィルのコンサートのようなものが、毎年あったら私

個人的にはよろしいですね。何度か伺ったことがあるのですけれども、千葉市の中でそれ

が実現するとよろしいかなと思っておりました。ありがとうございました。  

○吉田部会長  では、続きまして、質問ある方いらっしゃいますか。  

○稲垣委員   前回もお聞きしたのですけれど、このコロナの問題というのは、台風みた



 

 

 ―９― 

いに台風一過で終わるものではなくて、いわゆる新しい状態になりますよね。  

 ですから、この「Ｃ」評価についても、今までコロナまでよくやったというだけの話で、

これから約１年、もしかしたらもっと続くかもしれない。それに対して、ただコロナがあ

るから客が来なくてもよいということになるのではなくて、確かに選定のときの企画を求

めてはいないのだけれど、選定時の企画のままでコロナは想定外だから何もしなくて良い

というのでは少しおかしい感じがするので、こういう状態に対して、市民会館なり文化セ

ンターなりがどういう工夫をしてあと１年とか２年とかやっていくのだという、そういう

何か方針みたいなものを聞かせてほしいなと思います。これを見ると、コロナが来るまで

はよかったというだけで、この後１年どうするというのが分からないということです。こ

れからどういうふうにして経営していくのか、この新状態の場合８割掛けでも良いのか、

ゼロで良いのか、基準が全然分からないわけですよね。  

○吉野文化振興課長補佐  単年度計画につきましては、確かに見通しがなかなか難しい

状況ではあるのですけれども、単年度ベースでの計画で、例えば数値目標を見直すとか、

そういったことは当然考えていきたいと思っております。  

○稲垣委員   いろいろ工夫して、少なくともコロナの前の８掛けぐらいは確保したいと

か、７掛けぐらい確保したいとか、何か目標がないといけませんよね。本来５年間の計画

で指定しているわけですが、指定の前提が崩れてしまったわけですよね。それをコロナだ

からしようがないで放っておくのではなく、このぐらいの稼働率でやってほしいといった

契約変更のようなことを、市の方からも何か工夫がいるのではないかなと思っています。 

○吉野文化振興課長補佐  やはり昨今まずは再開に向けて動いているところがございま

すので、そういった計画変更の見直しとかは、私どもの方から施設側に今後考えていくの

で協議していきましょうという通知を流させていただいております。  

 では、実際どこで着陸できるのだというのは、また実際難しいところが正直ございます

ので、２月、３月の状況なども参考としながら、お互い納得できる着陸点を見つけて、計

画変更を申請していただき、それを承認するというふうにもっていきたいなとは考えてお

ります。  

○稲垣委員   試行錯誤状態ですから断定はできないですよね。こういうことを頑張って

いただいているというものが欲しいなと、それだけのことです。  

○吉田部会長  そうですね。集客自体がなかなか難しくなってきて、当初の目標を達成

できないときの、代替的な提案を指定管理者からいただくようなやり取りは所管課にお願

いしたいですね。  

○八木委員   今のと関連するかもしれないのですが、市の方の評価で「５ 管理運営状

況の評価」の「（３）管理運営の履行状況」で、市が「Ｂ」評価をつけていらっしゃるア

ーティストの活動の場を提供するということについて、モニタリングでもアーティストバ

ンクとか、文化団体などの育成講座とかということが挙げられていらっしゃるのですが、

これはこのイベントと連動している形になっていらっしゃるのでしょうか。  

○吉野文化振興課長補佐  もちろんアーティストバンクを活用したイベントワークショ

ップ等、小規模なものから含めまして連携しているところでございます。  

 ただ、やはりアーティスト側のご要望がいろいろあるので、実際に形にできるところに
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行き着くのは、少数に限られているという状況ではございます。  

○吉田部会長  このアーツステーションの位置付けですが、文化センターの必須業務で

しょうか、それとも自主事業としてやられていらっしゃるのですか。 

○吉野文化振興課長補佐  必須業務です。  

○吉田部会長  必須業務に入っているのですね。  

○朝香委員   千葉市文化センターは、市民会館と少し違って講座などもなさって、文化

振興の拠点として位置付けられていると伺いました。子ども支援事業がきちっとなされて

いて、これはとても大事なことだと思いますし、よろしいことだと思いました。  

 それで、初めての劇場体験など書いてありましたけれども、子どもさんの参加も結構い

らしたような感じがするのですけれども、こういうものをまたやっていただけたらと思い

ます。とても良い企画だと私は感じました。  

 日野委員、お願いいたします。  

○日野委員   資料３－５の１１９ページのアンケート結果に書かれているのですけれど

も、市民会館の役割は先ほど朝香委員もおっしゃったとおり、芸術、文化、あと美術鑑賞

の中心的役割を果たすということがありますが、市民よりも例えば研修会とか、健康診断

とか、一般法人の利用の方が多い感じが見受けられるかなと思います。予約するに当たっ

て、市民、個人、あるいはそのサークル団体を優先するような予約体制はあるのでしょう

か。  

○吉野文化振興課長補佐  現状はないのですけれども、いわゆる自治体が公のイベント

をやる場合は、通常は１年前から予約ができるところを１年６か月前から取れる仕組みを

つくっております。  

 これは自治体のほかに、文化団体さんも対象にしておりまして、ほかにも細かい決まり

はあるのですけれども、通常の予約よりは早く取れるという仕組みでございます。  

○日野委員   なるほど、その点の周知はなされているという認識ですか。  

○吉野文化振興課長補佐  そうでございます。  

○日野委員   アンケート結果の構成を見ると会議室の利用が市民に向けというよりも法

人向けというか、本来の趣旨、目的から少しずれるのかなと感じました。  

○朝香委員   施設使用の審査基準というのが書いてありましたけれども、これは個人で

も法人でも同じような基準があるわけですか。  

○吉野文化振興課長補佐  基準ですけれども、これについては各施設で設けておりまし

て、それを市が承認するのですけれども、その基準のつくり方自体は、市の方から個人と

法人を分けるように指示しているわけではありません。また、現状で申し上げますと、個

人と法人を分けてつくってはいないので、同じ基準ということになっております。  

○朝香委員   分かりました。  

○八木委員   市の総括評価の中で、老朽化に伴い突発的な不具合が生じるおそれと書い

ていらっしゃるのですけれども、モニタリングの項目の９ページ辺りを見ると、民間によ

る修繕ができないものが多いため使用不可能な事態が生じないようにみたいなことが書か

れているのですが、例えば特殊な器具で、それが壊れると舞台が長く使えなくなるという

ようなことが考えられるということでしょうか。  
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○吉野文化振興課長補佐  もう築５０年近い施設になりますので、メーカーさんの保証

期間も過ぎてしまっているのが多く、現状としては何とかいろいろ似たような部品を集め

て対応するという形をとらざるを得ないという状況ではございます。 

 ご質問の答えにならないのですけれども、とにかく施設を止めないということで動いて

いただいておりますので、結果としては、そういった形で止まるということは起こってお

りません。  

 あと、どうしても今いる職員で対応し切れないというものにつきましては、市と連携し

ながら、個別に検討し、実施しているという状況で、何とかしのいでいるというところで

ございます。  

○八木委員   それは、少し遡って３ページ辺りを見るとクセノンピンスポットライトと

か、ヴィンテージマイクとか書いてありますけれども、では照明が使えなくなってしまう

ことがあるとか、そのようなイメージなのでしょうかね。  

○吉野文化振興課長補佐  まさにそういった部品はかなり老朽化しておりまして、危惧

しておりますけれども、現状は何とかぎりぎりもっているというところでございます。  

○八木委員   照明が止まってしまうと、例えば舞台の演出ができなくて、そういう種類

のイベントに制限がかかってしまうという感じでしょうか。  

○吉野文化振興課長補佐  あとは、プロ公演ですと逆に器材は持ち込んで対応するとい

うパターンもございますので、それが壊れたから、では何もできないかというと、そうい

うわけでもないというところでございます。  

○吉田部会長  では、私から。今、築５０年近いというお話がありましたが、市民会館

のこれからの在り方について、市で検討されているものがありましたら、共有させていた

だきたいと思います。  

○那須生活文化スポーツ部長   ご覧いただいたとおり、施設が大分老朽化しており、本

体設備だけでなく、日常的に使うような設備についても、また、バリアフリー化の検討も

含めてなかなか厳しいところがございます。  

 我々もできるだけよりよい使い方に合わせられるようにしたいという気持ちはございま

す。そこは、これからどういうふうにしていくか、問題意識を持って進めていることには

間違いないということで、今の段階ではご理解をいただきたいと思います  

○吉田部会長  現状としては、具体的なスケジュール感はないものの、今後の在り方に

ついて、検討をしていく対象施設であるという認識ですね。  

○那須生活文化スポーツ部長   そうですね。具体的には、これからいろいろ詰めていく

話になると思いますが、そんなに遠い話ではないと思っています。  

○吉田部会長  今回、舞台職員の委託費が増加しているのですが、従来であれば正規職

員で賄っていた部分を状況に応じて委託で行った方が経済的にもメリットがあるというこ

とでしょうか。  

○吉野文化振興課長補佐  そちらは、実は実態で申し上げますと、退職により、急遽欠

員ができてしまったための代替措置でございますので、これが恒常化するかどうかはまた

別の検討ということになります。  

○吉田部会長  計算書類の話も今少し入ってしまうかもしれませんが、定年退職された
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のは、舞台職員ではなくて、また別の方で、退職者は予定外の方であったということにな

りますか。  

○吉野文化振興課長補佐  そのとおりでございます。  

○吉田部会長  では、定年退職された方は舞台職員ではないのですね。  

○吉野文化振興課長補佐  そうです。  

○吉田部会長  分かりました。ありがとうございます。  

 では、もう１点。このコロナウイルスでアーティストが活躍する場がかなり減っている

ということで、文化センターではアーツステーションという事業をやられていて、金銭的

な部分以外にもっと具体的なアクションなどをとろうとされているのか、既にとっている

のかも含めまして、ご説明をお願いします。  

○吉野文化振興課長補佐  確かに、市内の芸術家さんを含めまして、厳しい状況にある

ということは、推測はしているところではございます。そういった中で、では、具体的に

何ができるのかというと、まず国において補助という形で文化芸術やスポーツといった分

野の方々への支援策が打ち出されたと聞いておりますので、そういったものの周知を図り、

活用いただきたいと、まず一つ考えているところでございます。  

 これに加えまして、市独自の支援については、検討はしておりますが、具体的に今、何

かこの場でお伝えできる点があるかというと、そこまでには至っていないという状況でご

ざいます。  

○吉田部会長  今回、その点で大きく「Ｂ」評価とついたところだと思いますので、指

定管理者選定評価委員会としても期待していきたいなと思います。  

 あと、評価については、特段ご意見はございませんか。市の評価の「Ｃ」については、

皆様妥当という形でよろしいですか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  ありがとうございました。  

 委員の皆様からは様々なご意見をいただきました。いただいた意見を総合しますと、両

館ともコロナという事情は理解できるものの、今後を見据えてどのような工夫をしていく

のか、数値目標の達成もコロナだからできなかったではなくて、今後の状況を見据えなが

ら、コロナ禍での新たな目標を市と合わせて具体的に設定していっていただきたいと思い

ます。  

 文化センターについては、文化振興の拠点として子ども支援事業にきちんと取り組まれ

ており、良い企画をされている点はとても評価できます。  

 市民会館について、法人の利用、研修の利用が多いのではないかというご意見がありま

したので、市民やサークル活動が優先的に予約できるような制度を検討、周知されたいと

思っております。  

 活動の場がなかなか難しくなっているアーティストの皆さんをサポートするような機能

は文化センターの必須業務でありますので、しっかりと行っていただきたいと思います。 

 これを踏まえまして、本部会の意見とさせていただきたいと思います。  

 次に、年度評価では指定管理者の倒産、撤退のリスクを把握することとなっております。 

 これから計算書類等を基に指定管理者の財務状況等に関する意見交換を行うことになり
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ます。本施設の指定管理者である「公益財団法人  千葉市文化振興財団」については、計

算書類等は公表されておりまして、千葉市情報公開条例第７条第３号に該当する不開示情

報は含まれていないと判断されるため、公開のまま会議を続けます。  

 それでは、指定管理者の財務状況等につきまして、計算書類等を基に私の方から意見を

申し上げたいと思います。  

 資料３－６をご覧ください。千葉市文化振興財団については、こちらの指定管理業務が

そのままイコールの業務ですので、既に皆様の見てきた数字がこちらに、より細かく掲載

されているという関係である点をご理解いただきたいと思います。  

 めくっていただきますと、正味財産増減計算書というものがございます。こちら、資金

の流れになっておりますので、隔年で赤字、黒字という、そういった決算が繰り返される

ような傾向があるものになっております。  

 机上の質問を合わせて見ていただきたいのですが、資料３－６の３ページの左から２列

目に当年度の数字がございまして、下の段から１０段目ぐらいですかね、当期一般正味財

産増減額というのがございます。こちらマイナス２，１００万円となっております。指定

管理者の方もマイナスの計上で、同じようにこちらもマイナスの計上となっております。 

 この点につきまして、より細かく後方に部門別の数字が出ておりますので、それを含め

て伺いましたところ、まず事業収益、施設利用料等の収益が減少しているのは、ご説明の

ありましたとおり、コロナウイルスによる減少ということになります。  

 続きまして、退職給付費用につきまして、少し増減がありますので、この点についてご

質問をいたしましたところ、退職給付費用というのが自己都合退職で計上されております

ので、それ以外の定年退職の方が出るとそのときは増える傾向にあるというご回答をいた

だきました。違和感のあるご回答ではございません。  

 三つ目につきましては、修繕です。こちらは黒字の翌年に還元という形で修繕を行うと

いう関係性がございますので、今期行われました修繕について、より詳しくお伺いいたし

ました。修繕の項目としては、文化センターの館内誘導灯更新に１７１万６千円、ホール

デジタル時計の修繕に１６２万８千円、市民会館の自家発電設備内部観察等に１７３万８

千円、市民会館の空調機温度制御用三方弁修繕に９４万９，３００円、市民会館の冷却塔

給水管修繕に４９万５千円かけられたということになっております。  

 四つ目の委託費につきましては、お話にも出ていましたとおり、舞台職員の方の退職に

伴い委託費が増えたということになっております。  

 以上をもちまして、当期について、マイナス２，１００万円と、従来のマイナスに比べ

るとかなり幅は大きくなっております。しかしながら、資料３－６の１ページに戻ってい

ただき、下から２段目の正味財産合計が１億３，９６６万４，３００円となっており、正

味財産としては、十分に保持されておりますので、倒産撤退といったもののリスクは、大

きくないと考えます。  

 冒頭に申し上げましたとおりに、文化振興財団と市民会館、文化センターとは実質的に

ほぼ同じという関係性がありますので、コロナウイルスの影響でのマイナスが増えていく

中で、この１億３，９００万円という正味財産が食い潰されていくようなことになってい

くと、少し懸念はあるのかなと思いますので、今後の状況については、しっかりと注目し
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ていきたいですね。  

 では、以上になります。ただいまの財務状況の意見につきまして、委員の皆様から何か

ご意見いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  

（なし）  

○吉田部会長  では、以上をもちまして、倒産、撤退のリスクについては、発生してい

ないということを本部会の意見とさせていただきたいと思います。  

 ありがとうございました。  

 それでは、これまでの意見を踏まえまして「千葉市民会館及び千葉市文化センター」の

指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価についての、本部会としての意見をまとめ

ていくということになりますが、詳細につきましては、私と事務局にて調整するというこ

とでご承認いただけますでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  ありがとうございます。  

 では、続きまして、「千葉市民会館及び千葉市文化センター」の総合評価について、ご

審議いただきます。  

 施設所管課より説明をお願いします。  

○吉野文化振興課長補佐  それでは、続きまして千葉市民会館及び千葉市文化センター

の総合評価についてご説明させていただきたいと存じます。  

 資料ですが、資料４の「指定管理者総合評価シート」をご覧ください。  

 まず、一つ目「基本情報」でございますが、先ほどの年度評価で申し上げたとおりの内

容でございますので、詳細は割愛させていただきたいと存じます。  

 続きまして、「２  成果指標等の推移」でございます。ここでは、各施設のそれぞれの

項目における数値目標の達成状況の推移をまとめております。  

 まず、一つ目の千葉市民会館でございますが、「（ア）施設利用者数」は、平成２８年

度の達成率は９０％台、それ以降は数値目標をおおむね達成しております。  

 続きまして、「（ウ）実演芸術の公演本数」、それから「（カ）予防的修繕の未実施に

よる施設利用不可能日数」につきましても、すべての年度で数値目標を達成しております。 

 少し戻りますが、「（オ）大ホール稼働率」につきましては、平成２８年度と令和元年

度の土日祝におきまして目標値を下回る結果となっております。一方、４年間平均では、

おおむね数値目標を達成しております。  

 また、「（イ）使用件数」、「（エ）施設稼働率」でございますが、こちらは達成率が

８５％ほどにとどまっております。これらの状況を踏まえますと、市民会館では、ホール

での実演芸術の公演等については、おおむね計画どおり行われてきたものの会議室等の利

用が伸び悩んだということが推測できます。  

 続きまして、２ページ、千葉市文化センターでございます。  

 「（イ）文化振興の拠点施設としての使用件数」、「（エ）ホール稼働率」につきまし

てはおおむね数値目標を達成している状況でございます。一方、「（ア）使用件数」、

「（ウ）施設稼働率」につきましては、平均８５％ほどという達成率にとどまっている状

況でございます。  
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 これらの指標を基に、本市といたしましては、両館とも稼働率を高める方策を取ってい

く必要があると考えておりまして、既に指定管理者側が実施しているものとしましては、

施設予約の利便性向上のために予約方法の多様化、ＳＮＳによるイベントの告知、各種割

引制度の設定など様々な工夫の対応をしております。  

 続きまして、３ページをご覧ください。「３ 収支状況の推移」でございます。  

 まず、必須業務の収入につきまして、「その他収入」が、計画額に達しない状況が例年

続いております。また、計画と実績との差といたしまして、合計では約６，１００万円の

減少という形になってございます。  

 一方、必須業務の支出でございますが、約６，８００万円の減少になっておりまして、

４年間の収支といたしましては約１，０５０万円程度の赤字という結果でございます。  

 次に、自主事業でございます。こちらは、令和元年度が赤字となっておりますが、４年

間の収支といたしましては５０万円の黒字でございます。  

 必須業務と自主事業を合計した総収支でございますが、２９年度と令和元年度につきま

しては、合わせて約２，６５０万円の赤字となっている一方で、平成２８年度と平成３０

年度では合わせて１，７００万円の黒字という状況でございます。これらを踏まえまして、

４年間の合計では約１千万円の赤字になっております。  

 続きまして、４ページ目をご覧ください。  

 「４  管理運営状況の総合評価」でございます。こちらは、参考資料９「評価の目安」

に基づいて判断した結果が表記されております。  

 まず、一つ目の「成果指標の目標達成」でございますが、先ほどご説明申し上げました

１ページ目の各成果指標の平均の達成率を、それぞれ評価をした後、「評価の目安」に沿

って「Ｃ」評価としております。  

 次に、「５ 施設の効用の発揮」における「（３）施設における事業の実施」でござい

ます。こちらの欄でございますが、文化センターにおきまして文化振興の拠点としての役

割を十分踏まえた活動実績を残したことがモニタリングにてプラス評価となりましたので、

４年間いずれも「Ｂ」評価としております。  

 また、他の項目につきましては、３年間いずれも「Ｃ」評価のため「Ｃ」評価としてお

ります。  

 以上の個別の評価の結果を踏まえまして、総合評価といたしましては、参考資料９の

「総合評価の目安」に基づき判断いたしておりまして、最終的には「Ｃ」評価という形で

整理させていただいたところでございます。  

 ５ページをご覧ください。「５  総合評価を踏まえた検討」でございます。  

 「（１）指定管理者制度導入効果の検証」につきましては、当初見込んでいた効果がお

おむね達成できたと判断いたしております。その理由でございますが、両館ともに未達成

の成果指標があるものの、改修工事や修繕に対応しながら各施設に求められた役割を果た

そうとする努力が見られること、それから、指定管理者として千葉市の文化振興施策に尽

力し、より多くの市民に利用してもらうという役割を果たしてきたと考えているためでご

ざいます。  

 次に、「（２）指定管理者制度運用における課題・問題点」でございます。こちらにつ
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きましては、指定管理者制度の運用に当たりまして、市の経費負担が必要となりますが、

指定管理者の収入実績や将来的な人口減少などを踏まえますと、自主事業を含む利用料金

等の収入を、事業者の創意工夫の下で得られる仕組みを維持することにより、本市への財

政負担の軽減を引き続き図る必要があるものと考えております。  

 以上のことから、「（３）指定管理者制度継続の検討」でございますけれども、こちら

につきましては、引き続き指定管理者制度を継続することが妥当であると判断させていた

だいたところでございます。  

 市民会館、文化センターの総合評価につきましては、以上でございます。  

 よろしくお願いいたします。  

○吉田部会長  ありがとうございました。  

 ただいま、所管から一通り説明をいただきまして、「千葉市民会館及び千葉市文化セン

ター」の総合評価につきまして、管理運営状況の総合評価と総合評価を踏まえた検討が示

されました。この市当局の作成した総合評価や総合評価を踏まえた検討内容につきまして、

評価の妥当性、指定管理者制度の導入効果や課題等を踏まえた制度継続の検討、次期選定

に向けての改善点等について委員の皆様から意見をお聞きしたいと思います。ご質問も含

めて、何かございましたらお願いいたします。  

 では口火を切らせていただきますと、３ページの収支状況の推移について、４年間を合

計しますと、総収支につきまして４年間の合計がマイナス１千万円弱となっています。先

ほど倒産撤退のリスクという話もいたしましたが、１億３，９００万円の正味財産の内訳

のうち、２千万円は千葉市から出ているものです。これはもともと通常の会社で言うと資

本金で、当社の出資額ですね。それ以外の１億１，９００万円は積み上げてきたものだか

ら余裕があるとも言えると思うのですが、やはりマイナスが続いていくと厳しいのかなと

思います。  

 他の施設、民間の株式会社等の指定管理者に比べると財団が運営されている施設はマイ

ナスが計上されやすいのかなというところはあるのですが、この点につきまして、所管課

からどのようなご指導をされているか、お聞かせ願えますか。  

○吉野文化振興課長補佐  収支状況の推移でございますけれども、こちらの欄だけの収

支の話でご説明させていただきますと、２９年度につきまして、必須業務１，５００万円

の赤字で、これは、ホールの吊り天井改修工事・エレベーターの改修工事で半年ほど休館

したことが要因でございます。この休館により利用料金の収入が減少しましたので、とも

に１，６００万円ほど、市から損失補償をしております。  

○吉田部会長  当初の冒頭に書いていただいたものにもありますよね。  

○吉野文化振興課長補佐  はい。ここでは、指定管理者の収支で出していますので、こ

うなってしまうのですけれども、市からはそういった形で収入の補償を行っており、実態

に合った形でできる補償をしていくという姿勢は継続して持っております。  

○吉田部会長  では、こちらの表には表れていないけれども、通期としてプラス６００

万円であったという認識でよろしいということですね。  

○吉野文化振興課長補佐  そうでございます。  

○吉田部会長  ほかに何かございますか。  



 

 

 ―１７― 

○朝香委員   ２に書かれています指定管理者制度運用における課題、問題点は本当にそ

のとおりで、市の経費負担は必要なものだと思いますが、指定管理者の収入実績や将来的

な人口減少などを踏まえると、自主事業を含む利用料金での収入を事業者の創意工夫によ

り得られるように企画し、効率的な管理運営の下、本市への財政負担の軽減を引き続き図

ることもとても大事なことだと思いますので、よろしくお願いいたします。  

○吉田部会長  八木委員お願いします。  

○八木委員   二つありまして、一つは今後の話ということになると思うのですが、コロ

ナの期間がどのぐらい続くかとか、あるいは新しい生活様式というものがどうなるかによ

るところではありますが、達成率という数値目標の設定によって、評価が変わるものです

ので、この数値目標自体をこれから検討する、例えば下げたりということは必要になるの

かどうか、見解を教えていただきたいです。  

○小倉市民総務課長   全体的な話ですので、私からお答えします。 

 今年度、来年度からの指定管理者について、原則は公募、市民会館等については非公募

での選定を予定しております。  

 選定に当たりましては、数値目標をあらかじめ定めた上で募集をすることになりますの

で、そのときまでに、この状況下で、どこまで管理できるのかということを市全体として

考えなければなりません。そして設定されたものを受けて、応募者の側でそれを上回る目

標を設定した場合には、それが数値目標になります。  

○八木委員   ではもう一つ、今回の評価で、総合評価の中で「Ｂ」評価とされていると

ころですけれども、アーティストの活動の場の提供やそういった人材の育成ということで、

施設の方としてもアーティストバンクや文化サポーターバンクなどの活用というのを自分

たちの評価として共通して挙げていらっしゃるので、一つの目玉の活動だと捉えられてい

るということだと思うのですが、そうしますと、数値目標はそれが反映して見えてくるよ

うなものの方が評価しやすいのではないでしょうか。つまりそれが役割であれば、そのこ

とがプラスになるように評価してあげたい感じがするのですけれども、実際の利用者数と

か稼働率以外に、こういったものをフィードバックできる目標も含まれた方がよろしいの

かなと思います。何か、そういう指標を設定するのは難しいでしょうか。  

○小倉市民総務課長   市が示す指標と、応募者が自らこのようなことをやりますという

提案として挙げてくるものがあわせて指標となりますので、その点については、市が示し

た施設の考え方に対して、応募者がこのようなことをやりたいと目標設定として提案し、

それが指標になるということでご理解いただきたいと存じます。  

○吉野文化振興課長補佐  今の説明に加えまして、実際どういった形で成果指標が設定

されているかといいますと、資料４の２ページで、文化センターについて、「（イ）文化

振興の拠点施設としての使用件数」がございます。こちらは例えば人材育成に関する利用

があったとか、いろいろな用途の利用件数でございまして、拠点としての役割を踏まえた

指標として設けているものでございます。  

 今後どうするかは、また改めて検討はしたいと考えております。  

○八木委員   これは、件数ということは、例えばミーティングの回数をカウントされて

いるということですか。 
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○吉野文化振興課長補佐  具体的には、施設の利用に当たって用途をシステムの中に落

とし込んでおりますので、その中から拾い上げてカウントしているという仕組みになって

います。何を拾うかというのは、市と指定管理者で整理しております。  

○吉田部会長  年度評価には直接関係しないかもしれないのですが、ホールの稼働率に

今後影響を与えるであろう、文化交流プラザの再開について皆さんと共通の意識を持ちた

いなと思うのですが、再開の状況について、分かっている範囲でご説明いただけたらと思

います。千葉市が売却したものではありますが、用途の制限をつけて売却されており、市

民会館のホールより狭くてもきれいだというところや、文化センターよりも駅に近いとい

うことで、かなり影響は大きいのかなと考えております。新しい委員もいらっしゃるので、

改めてお願いします。  

○那須生活文化スポーツ部長   旧ぱるる、その後、京葉銀行文化プラザと、ネーミング

ライツを行いましたものを、売却をさせていただいたところです。その売却の条件として、

音楽ホールについては１０年間稼働すること、期日は来年の３月までにとしておりますの

で、来年の４月以降には稼働をしていただけると思っております。  

 こういうコロナの状況については、もしかしたらお話があるのかもしれませんが、現在

はそういうお話はいただいておりませんので、来年の４月以降にはオープンできるのでは

ないかと現状では思っているところでございます。  

○吉田部会長  休館中ということで、その分、稼働率が上がっていたところが、今度の

４月以降は、その分また落ち込むという可能性が十分ありますので、選定の際にまた皆さ

んと認識するべきお話とは思いますが、お聞きしました。  

 今、市からは総合評価につきまして、「Ｃ」という判断が出ておりますが、こちらにつ

きまして皆さんご意見は特にございませんでしょうか。  

○日野委員   二つありまして、一つは資料３－５の１３８ページの来館者アンケートで、

市民会館のホームページの利用率がアンケート上では６０％の方々が閲覧したことがない、

利用したことがないという結果になっている一方で、市民会館としては、例えばチケット

をネット上で販売するといった施策を持っている中で、ホームページの活用の方向性につ

いてお伺いできればと思います。回答数も少ないので、短絡的にこの数字ではないのでし

ょうけれども、やはりやや少ないかなと思いますので、ホームページを見てもらう工夫が

あれば教えてほしいと思います。  

○朝香委員   一般的に会館は全部そうですよね。ホームページを持っていらっしゃるけ

れども、皆さん活用なさっていらっしゃらないというのが、現状ですよね。  

○吉野文化振興課長補佐  確かに市としても課題であるという認識がございまして、平

成２８年以降のこの指定管理期間におきましては、一度、ホームページをバージョンアッ

プといいますか、見やすい形にして何とか利用を促進していこうという動きは取ったとこ

ろでございます。  

 アンケート結果がその数字上、伴っていないのは、非常に残念なところですので、いろ

いろ工夫をしながら活用の促進を図っているという状況ですが、さらに具体的にどうした

ら良いかというところを指定管理者側と話していきたいと考えております。  

○日野委員   ありがとうございます。一般職員の方も知られていないとか、知らない方
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も多いと思いますので、ぜひ活用いただきたいと思います。  

 もう一点だけすみません。会議室の利用率について、資料３－５の２１ページ、２２ペ

ージ辺りだと思うのですけれども、特別会議室がありますね。昨年、視察で先生方と一緒

に伺った際は、立派な応接室といった感じを受けましたが、数字を見ると、ほかは５０％

超えている中で、１３％から最大２３％ぐらいの使用率となっています。使い勝手が悪い

など、確かにあると思うのですが、何らかの改善が必要なのかなと思っております。この

点についてはいかがでしょうか。  

○吉野文化振興課長補佐  箱としてつくられておりますので、抜本的に変えるとなると、

結構大がかりなものになってしまいます。先ほどもありました、市民会館が今後どうなる

のかという話ともリンクしてきますので、現状の指針としては、なかなか難しいという状

況でございます。  

 では何かマイナーチェンジみたいなことができるのかという話ですけれども、例えば備

品類を少しきれいにして、きれいだから使いやすいということで利用が少しでも増えれば

ということもありますけれども、一方でああいう形を控室として気に入っている利用者さ

んもいるというところで、どの辺でニーズのバランスを取るか悩ましいというところでご

ざいます。このままの低稼働率で良いというわけではないというような認識は持っており

ます。  

○日野委員   ありがとうございました。  

○吉田部会長  次期の指定期間では通常の会議室と特別会議室で目標値を変えるという

工夫をされてもよろしいかもしれませんね。  

○朝香委員   アンケートを見ますと、もちろん古いからという事情は致し方ないと思い

ながら、お手洗いについて皆さん書いていらっしゃる。和式ではなくて洋式に、もっとぜ

いたくを言えばグレードアップということであれですけれど、それは不可能なことでしょ

うか。どのようなお考えでいらっしゃいますか。  

○吉野文化振興課長補佐   確かに、お声がたくさんあるという現状は、私どもも十分認

識はさせていただいているところでございます。実は既存の和室内のブースを洋式化しよ

うとすると、単純に便器だけ変えるのではなく、扉の関係などでブースを拡張しないとい

けない、そうすると配管の方も位置をいじらないといけないと、いろいろ出てきてしまっ

て、どうしてもお金がかかるというところがございますので、すぐにというのは正直やり

にくいというところがございます。  

 加えまして、部屋のスペースの問題として、トイレ１つ１つのブースを洋式化しますと、

今度便座の個数が減ってしまいます。そうすると、集中して利用があるところに、それは

それで個数が足りないといった問題が起きてしまうというところもございまして、なかな

か踏み込みにくいという状況でございます。  

 ただ、できる限りのことはしていきたいと思いますので、ほかに何か良い案があるかど

うかというのは、引き続き調整していきたいと思っております。  

○朝香委員   ありがとうございます。  

○吉田部会長  事前質問もさせていただいていますが、市民会館は避難所や一時滞在施

設としての機能も今後より一層求められるのかなと思いますので、しっかりと検討してい
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っていただきたいと指定管理者選定評価委員会からも改めて申し上げます。  

 ほかにいかがでしょうか。皆様よろしいでしょうか。  

（なし）  

○吉田部会長  では、委員の皆様からいただいた意見を総合いたしますと、まず、評価

の妥当性につきましては、市の作成された総合評価は妥当であるという認識でよろしいか

と思います。  

 制度継続の検討につきましても、特段のご意見いただきませんでしたので、制度導入の

効果がおおむね達成できていることから、指定管理者制度の継続が妥当であるという判断

とさせていただきたいと思います。  

 今後の改善等につきましては、まず利用料金収入について、先ほど損失補填されていた

ので、収支は通期ではプラスになっているということもございましたが、市への財政負担

の軽減を図られるように利用料金収入を得られる事業を十分に行っていっていただきたい

ということになるかと思います。  

 年度評価でも出ましたが、アーティストの活動の場や人材育成の観点から、より分かり

やすい数値目標の設定をされると良いのではないかというご意見がございました。  

 旧京葉銀行文化プラザが来年の４月以降再開見込みというお話もあり、稼働率が落ち込

むことも考えられますので、その点につきまして、どのような施策を打っていくか、十分

に指定管理者と所管課でお話をしていっていただきたいと思います。 

 市民会館のホームページがリニューアルもされたという話もありましたが、なかなか見

られていないようですので、周知のためＳＮＳなどを含めたオンラインの活用も十分に行

っていっていただければよいかと思います。  

 毎回少し難しいというご意見もいただいておりますが、改めてトイレ設備の洋式化には

利用者の意見が多く寄せられておりますし、避難所等の対応もありますので、改めてどの

ように対応できるか、できないかも含めて検討されたいということを本部会からの意見と

して申し上げたいと思います。  

 皆様、よろしいでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  それでは、これまでの意見を踏まえまして、「千葉市民会館及び千葉市

文化センター」の指定管理者の行った施設の管理に係る総合評価についての、本部会とし

ての意見をまとめていくということになりますが、詳細につきましては、私と事務局にて

調整するということでよろしいでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  ありがとうございます。  

 所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を次期指定管理者の選定の際に、

十分に反映していただきたいと思います。  

 では、ここから５分間の休憩を取りたいと思います。１５時の再開でよろしいですかね。

では、皆様、どうぞ休憩を取って、水分等もしっかり取っていただきたいと思います。  

○小倉市民総務課長   ここで生活文化スポーツ部長の那須につきましては、公務の都合

で退席させていただきます。  
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○那須生活文化スポーツ部長   失礼いたします。  

（休憩）  

○吉田部会長  では、再開させていただきたいと思います。  

 皆様、引き続き暑いのでしっかり水分を取りながら進めてまいりましょう。  

 では、次に「千葉市若葉文化ホール及び千葉市美浜文化ホール」の年度評価及び総合評

価に移ります。  

 まず、「千葉市若葉文化ホール及び千葉市美浜文化ホール」の年度評価を行います。  

 施設所管課より説明お願いいたします。  

○吉野文化振興課長補佐  それでは、千葉市若葉文化ホール、千葉市美浜文化ホールに

ついてご説明させていただきます。資料５－１「令和元年度指定管理者年度評価シート」

をご覧ください。  

 まず、「１ 公の施設の基本情報」、「２  指定管理者の基本情報」でございますが、

こちらは先ほど申し上げましたとおり、昨年度と同様のものとなっております。このため

詳細は割愛させていただきますが、端的に申し上げますと、上から順番に施設ごとに目指

すべき方向性などを示したビジョン、それから施設の役割等を示したミッションを記載す

るとともに、制度導入により見込まれる効果、それからその成果を測定するための施設利

用者数、使用件数、稼働率などの成果指標及びその達成すべき数値目標を示しております

ので、その内容につきまして改めてご確認いただきたいと存じます。 

 また、下の欄の指定管理者でございますが、民間事業者５社の共同事業体であります、

ちばアートウインド運営企業体となっております。代表団体は一番上にありますＦｕｎ 

Ｓｐａｃｅという会社でございます。指定期間は、他の文化施設と同様に平成２８年４月

１日から令和３年３月３１日までの５年間でございます。  

 ページをおめくりいただきまして、２ページをご覧ください。「３ 管理運営の成果・

実績」でございます。  

 まず、「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」でございますが、先ほどの成果指

標及び数値目標についての達成状況を記載した項目となっております。この表では、各成

果指標に対しまして、数値目標は指定期間の最終年度と令和元年度の２段書きとなってお

りまして、それぞれの達成状況を記載しております。  

 この後、総合評価も行うことから令和元年度の数値目標に対する達成状況を中心にご説

明させていただきたいと存じますので、各成果指標の下段に書いてあります目標値をご覧

ください。  

 はじめに、「ア 若葉文化ホール」でございます。「①施設利用者数」でございますが、

令和元年度の数値目標６万４，５００人に対しまして、実績では４万９，１３９人であっ

たことから、達成率は７６．２％でございます。  

 以下、同様に見ていただきますと、達成率は「②使用件数」につきまして約９７％、

「③施設稼働率」につきまして約８７％、「④ホール稼働率」は、平日で約１０６％、土

日祝日で約８１％となっておりまして、おおむね計画どおりの結果が出ております。  

 続きまして、「イ  美浜文化ホール」でございます。若葉文化ホールと同様に、令和元

年度の達成率を見ていきますと、「①施設利用者数」から「⑤音楽ホール稼働率」までの
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うち、「③施設稼働率」、「④メインホール稼働率」の土日祝日を除きまして、９０％を

超える達成率となっております。この結果、若葉文化ホールと同様に、おおむね計画どお

りの結果が得られたと認識いたしております。  

 一方、達成率の低かった「④メインホール稼働率」の土日祝日でございますが、これは

吊り天井改修工事での休館を予定していたところ、入札不調により工事が未実施となって

しまった結果、９月２日から２月２８日までの休館予定を急遽１２月から開館するという

方針が出まして、急遽の開館となったものですから目標値の見直しが間に合わなかったと

いうことと、利用用途が一部の練習利用に限られてしまったということで、利用者数その

ものが低調に推移したという状況がございましたので、ある意味、特異な状況で数値は低

めに出ているというふうに捉えていただきたいと存じます。  

 続きまして、「（２）その他利用状況を示す指標」でございますが、イベントなどの参

加者に対して満足度などを調査し、事業の効果検証を行うものとして、選定時に指定管理

者側から提案された指標となっております。いずれも目標値を上回る高い結果が得られて

おりますので、質の高い事業が展開されたものと認識しております。  

 続きまして、３ページをご覧ください。「４ 収支状況」でございます。  

 まず、「（１）必須業務収支状況」でございますが、「ア  収入」、「イ 支出」につ

きまして、費目ごとに実績、計画、提案の三つの額を記載しております。ここでは、右側

の欄の計画実績差異・要因分析を中心にご説明させていただきたいと存じます。  

 はじめに、「ア 収入」でございますが、指定管理料では、実績と計画の差が約２２０

万円の増となっております。これは、新型コロナウイルス感染症の対策といたしまして、

令和２年２月から３月にかけて利用自粛要請等を行った結果、利用ニーズの減少、それか

ら、いわゆるキャンセル料金を利用者に返還するとした市の方針がございましたので、指

定管理者の収入が大幅に減少し、これを補填するために、指定管理料を増額変更したこと

によるものでございます。  

 また、計画と提案の差の約５ ,２００万円でございますが、提案時では美浜文化ホール

と複合施設となっています保健福祉センター分を含めました建物全体に係る管理費、それ

から光熱水費を含めないこととして算定しておりましたが、計画時では、その額を含める

として取扱いを変更したことによる差が生じているとご理解いただきたいと存じます。  

 次に、利用料金収入でございます。実績と計画では、約２００万円の減となっておりま

す。これは、美浜文化ホールにおけるメインホールの吊り天井改修工事による収入減と捉

えていただきたいと思います。  

 また、計画と提案の差でございますが、こちらの約１千万円につきましては、提案時に

吊り天井改修工事による料金収入の減を見込んでいなかったための差額でございます。  

 ただ、この差につきましては、コロナウイルス感染症の影響とは別で利用料金収入を市

から補償します。先ほど文化センターでもあったかと思うのですけれども、そういった手

だては合わせてしていくとご理解いただきたいと思います。  

 次に、「イ 支出」でございます。先に合計欄をご覧ください。実績と計画では、約１ ,

１００万円の減となっております。これは、事務費におきまして、施設の管理運営業務に

おける消耗品、印刷製本費などの事務経費分につきまして、契約差金が生じたこと、執行
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抑制により約４２０万円の減となったことに加えまして、管理費におきましても、修繕や

設備管理費が執行残となったことにより約５４０万円の減、さらに、その他事務費におい

ても、新型コロナウイルス感染症により事業が中止となったことにより、約１２０万円の

事業費の減となったことが主な要因と捉えております。  

 一方、計画と提案での差でございますが、事務費と管理費におきまして、先ほどの収入

面と同様に、提案時に光熱水費や建物全体管理費を含まないこととしたことによる取扱い

の違いで５ ,２００万円分の増という差が生まれております。  

 ４ページをご覧ください。「（２）自主事業収入状況」でございます。「ア  収入」に

おきましては約５３０万円、「イ  支出」におきましては約５００万円となっております。

こちら対前年度比で見ますと、収入で約３４％、支出で約２６％と、いずれも減少してお

ります。  

 これは、平成３０年度に、有名歌手のコンサートを実施できたことによって、一定のチ

ケットの販売収入が見込め、支出も高かったのですけれども、収入も高かったという状況

がございました。  

 一方で令和元年度では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業が中止となったこ

とに伴いまして、収入・支出も大幅に減少しております。  

 次に、「（３）収支状況」でございます。先ほどご説明させていただきました「（１）

必須業務収支状況」、「（２）自主事業収支状況」を合計したものとなっております。必

須業務では、合計で約１１０万円、自主事業を含めました収支全体といたしましては、約

１６０万円となっておりまして、いずれも黒字でございます。  

 しかしながらこれは、基本協定書に市への利益の還元について規定しております、総収

入の１０％に当たる金額には及びませんので、利益の還元は生じておりません。  

 続きまして、「５  管理運営状況の評価」でございます。  

 「（１）管理運営による成果・実績」の市の評価でございますが、先ほどご説明させて

いただきました、２ページの「３  管理運営の成果・実績」、「（１）成果指標に係る数

値目標の達成状況」に記載されておりました各施設の成果指標のうち、令和元年度数値目

標に対する達成率につきまして、今の４ページのこの下の欄にあります「評価の内容」に

基づき、市の評価を記載しております。  

 続きまして、５ページをご覧ください。  

 「（２）市の施設管理経費縮減への寄与の市の評価」でございますが、こちらも先ほど

ご説明させていただきました３ページに記載されております「４  収支状況」、「（１）

必須業務収支状況」の「収入」に記載されております指定管理料について評価をしていく

ということでございます。  

 市の評価の判断でございますが、下の欄に掲載されております「評価の内容」に基づい

て行っております。評価に当たりましては、実績額の約１億５ ,７００万円から、選定時

に見込んでいない新型コロナウイルス感染症に伴う補填分、それから建物全体に係る光熱

水費や管理費を除きました、約１億２４０万円を評価時の実績額として再算定した上で評

価しております。  

 続きまして、「（３）管理運営の履行状況」でございます。市の評価でございますが、
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こちらも下の欄にございます「評価の内容」に基づき判断しております。この評価の過程

を明確にするために、評価に至る資料を先にご説明したいと存じます。  

 ここで、資料５－２でございます。「千葉市文化ホール令和元年度  指定管理者年度評

価シート補足資料」をご覧ください。  

 まず、最初のページでございます、こちら若葉文化ホールのものでございます。これは、

年度内に２回実施しておりますモニタリングの結果を落とし込んでおります。その結果、

縦軸にございます各評価項目の評価はおおむね「Ｃ」評価でございます。  

 もう１枚めくりまして、美浜文化ホールの方をご覧ください。こちらも同じようにモニ

タリングの結果を落とし込んでいまして、縦軸で見ていきますと、評価は主に「Ｃ」評価

となっております。  

 ただし、めくっていただきまして、美浜文化ホールの３ページ目をご覧ください。  

「（２）利用者サービスの充実」の欄がございますが、この項目では、モニタリングにお

ける基準がプラス評価となった結果を踏まえまして、最終的に「Ｂ」評価としております。 

 以上が補足資料の全容となっております。  

 この状況を踏まえまして、また資料５－１の５ページにお戻りいただきたいと存じます。 

 「（３）管理運営の履行状況」でございますが、各評価項目の市の評価をご覧いただき

たいと思います。先ほどの補足資料の結果を踏まえまして、ほかに評価を加える要因はな

いことから、最終的には、補足資料の結果をそのまま反映しております。  

 一方、各評価項目におきまして、指定管理者の自己評価との差異が生じておりますため、

その具体的な内容について、ご説明したいと思います。評価項目のうち、「３  施設の効

用の発揮」の「（１）幅広い施設利用の確保について」をご覧ください。こちらにつきま

してスタジオ割引など、柔軟な割引制度での取組みなどは評価できるものの、おおむね全

体としては提案時と変わらないという同様の内容ということで、先ほどのモニタリング結

果に基づく評価内容から修正等は行わず、そのままの評価としております。  

 なお、複数箇所におきまして、指定管理者と市の評価で差があることから、今後とも引

き続き、モニタリング等の機会を通じまして、評価の考え方などについて認識を共有化し

てまいりたいと考えております。  

 続きまして、「（４）市民局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応について」

でございます。昨年度ご意見をいただきましたアンケートなどを活用した利用機会の確保

につきましては、抜本的な改善はできていないものの、市民利用の機会確保につきまして

は、重要であるという認識の下、引き続き利用確保に努めていきたいというふうに考えて

いるところでございます。  

 ページをおめくりいただきまして、６ページをご覧ください。「６ 利用者ニーズ・満

足度等の把握」でございます。  

 アンケート結果につきましては、資料５－５事業報告書の中に「アンケート集計・分

析」という欄がございますので、そちらをご覧いただきたいと思います。  

 結果概要として申し上げますと、施設利用者を対象とした「アンケート集計・分析」に

おきましては、「施設満足度」の項目におきまして、両施設ともに８割を超える結果が出

ており、点数としては８０点以上の評価をいただいておりまして、満足度が高いという結
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果がそのアンケート上は出ているという形になってございます。  

 また、イベント参加者向けのアンケートである「顧客満足度調査」でございますが、こ

ちらも総じて満足度が高い質問項目が多いという結果になっており、利用者の方に満足し

ていただくとともに、質の高い事業が提供できたものと考えております。  

 ただし、ホームページの分かりやすさや仮設カフェの運営サービスなど、相対的に評価

の低い項目もございました。こちらにつきましては、検証を十分に行いつつ、指定管理者

と協議をすることにより、改善、充実した施設環境を今後形成していきたいと考えており

ます。  

 続きまして、「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」の欄をご覧

ください。様々な意見や苦情が寄せられる中、可能な限りの対応をしていただいておりま

して、お客様にとっても快適な利用環境となるよう努めていく姿勢が指定管理者側にうか

がえるということで、今後とも引き続き市から指導等を行いつつ、適切な運営に努めてい

ただきたいというふうに考えております。  

 最後に、「７  総括」でございます。  

 まず、「（１）指定管理者による自己評価」でございますが、こちら美浜文化ホールに

おいて、吊り天井改修工事による休館があったものの、利用再開の広報や、割引適用日の

拡大、それから新型コロナウイルス感染症による利用者対応などにおきまして、市が求め

る水準をおおむね上回る管理運営が行われていたと判断しておるようでして、こちらは

「Ｂ」評価というふうに記載があるということでございます。  

 一方、「（２）市の評価」でございますが、こちらは、参考資料６にある「総括評価の

目安」に基づき判断したところでございます。先ほどご説明いたしました４ページ目から

５ページ目にかけて記載されておりました、「管理運営による成果・実績」などの項目に

ついて、「Ａ」から「Ｅ」の評価を行っておりまして、その評価結果が、「Ｂ」評価が１、

「Ｃ」評価が１４、「Ｄ」評価が２となったことを踏まえまして、ほかに評価を上げる要

因もないことから、「評価の目安」どおりに「Ｃ」評価という形で整理させていただいた

ものでございます。  

 説明は以上でございます。よろしくお願いします。  

○吉田部会長  ありがとうございました。  

 ただいま、所管から一通り説明をいただきまして、千葉市若葉文化ホール及び千葉市美

浜文化ホールの年度評価につきまして、評価案が示されました。  

 まずはじめに、この市当局の作成した評価の妥当性について及び指定管理者の施設のサ

ービス水準向上、業務効率化の方策、また、改善を要する点等について、委員の皆様から

ご意見をお聞きしたいと思います。ご質問も含めまして、何かございましたらお願いいた

します。  

 では１点。資料５－１の５ページですが、管理運営の履行状況で、指定管理者の評価

「Ｂ」を市で「Ｃ」にしたものは理由を書かれていると思いますが、自己評価と同じ

「Ｂ」にしたところについても、プラス評価となる理由を書いておかないと、年度評価シ

ートだけを見たときに、悪いことばかり書かれているように見えますので、総括でも書か

れているかとは思うのですが、こちらにも市としてのコメントを記載するよう検討いただ
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きたいなと思いました。  

 あとは、いかがでしょうか。  

○稲垣委員   そうですね、今のお話のとおりで、あった方が良いと思います。  

○朝香委員   ４ページの運営管理状況の評価なのですけれども、コロナウイルスで企画

が流れたものを「Ｄ」評価にするというのが、少し分かりにくかったものですので、ご説

明くださいませんか。  

○吉田部会長  そうですね、市からの要請も含めての休館であり、ここで評価を上げる

ために開館されてお客様を集めてしまっては、本末転倒ですね。少し表現が違ったのであ

れば、そのご説明をお願いいたします。  

○稲垣委員   要するにほかのものを見ると、ここを客観的な数値だけで機械的に書いて

いるのではないかなと思いましたね。それで、後から別の評価をするという、そういうふ

うな読み方をしたのですけれど。  

○吉田部会長  そうですよね。  

○吉野文化振興課長補佐   今の提案なのですけれども、特記事項として「新型コロナウ

イルスの影響により」と書いてありまして、こちらの２月、３月分が主な、どっちかと言

えば３月の方が影響があると思われますが、この基になったところが２ページ目の各成果

指標ごとの達成率で、例えば若葉文化ホールの施設利用者数のところを見ていただきます

と、達成率は来年度目標に対しまして７６．２％ということになっております。  

 これを仮に２月、３月分がない形で順調に推移していたらどうなるかというと、計算で

は約８１％ぐらいの達成状況になっているというのが本来見えるところなのかなというこ

とで考えております。  

 そうしますと、特記事項で確かにコロナウイルスの影響と記載しましたが、もともとの

進捗状況も若干、計画よりは低かったのかなという状況もございましたので、特記事項と

書いていることが若干矛盾してしまう部分があるのですけれども、評価にはそれを落とし

込んでいる状況でございます。  

○吉田部会長  先ほどの市民会館であれば、資料３－１の４ページのように、前年比で

３２３件が１１９件になったとあり、こちらは事実に基づいて「Ｄ」評価ですね。数字が

あると見た目にも分かりやすいので、同じように数字で示されると、よろしいかもしれな

いですね。新型コロナウイルスの影響はあるけれども、あくまでも数字の評価として

「Ｄ」ということは問題ないとするという形に、表現を検討していただきましょうか。  

○八木委員   関連してよろしいですか。  

○吉田部会長  お願いします。  

○八木委員   若葉文化ホールの方は、最終年度目標と単年度数値目標が同じ数字なので

すが、下の美浜文化ホールの方は、最終年度よりも元年度の方がかなり少なくて、そのた

めか分からないですけれど、達成度が９６．３％になっていますが、これは元年度の目標

を修正されたということでしょうか。それとも、もともとこういう数値だったのでしょう

か。  

○吉野文化振興課長補佐  こちらは、まず先に結論から申しますと目標を修正しており

ます。これは先ほどの説明で少し触れたのですけれども、美浜文化ホールの、メインホー
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ル吊り天井改修工事はもともと予定しておりましたので、その休館分を減らした数値目標

に修正しております。  

○八木委員   そうすると、コロナウイルスは後から分かったことなので、計画との対比

で「Ｄ」になるというのは分かるのですが、修正ができると「Ｃ」になって、できないも

のだと「Ｄ」になるというのは、何となく評価としてしっくり来ないというか、どちらも

やむを得ないことであれば、盛り込んで良いような感じもします。  

○吉田部会長  コロナウイルスに関しては、市民局の方で、どのような判断をするかを

統一的に今、決めていただいているところですよね。  

○小倉市民総務課長   そうですね。基本的には年度の始まる前に分かっている事情につ

いては年度当初の目標設定時に修正をするべきところですが、コロナウイルスの影響は年

末頃からの発生でございますので、対応し切れなかったというところをご理解いただきた

いと思います。  

○吉田部会長  この施設に関しては、両方の事例が発生しているので違和感が出てきて

しまうとは思うのですが、市民局の統一的な考え方として、ここは意見したいなと思うの

ですけれど、よろしいでしょうか。  

○八木委員   資料５－３の管理運営の履行状況のところで、先ほど乖離があるというこ

とで、一つは「Ａ」と「Ｃ」でかなり大きく離れているので、それだけ一応確認だけさせ

ていただきます。  

 資料５－５の５９と６０ページに指定管理者の方の自己評価が書かれていらっしゃるの

ですけれども、ここを拝見しますと、例えば先ほどの美浜の方は、メインホールの工事が

あるはずが、入札不調で急に再開することになり、それに対して努力をされたということ

で「Ａ」としたいというように感じます。それから、若葉の方は、舞台練習割引等の実績

が上がって、この５５件というのは件数として余り多くないのかもしれませんが、そこを

「Ａ」とされたいと主張されていると思いますが、年度評価の５ページの方に戻りますと、

比較対象が提案時の内容どおりであると書かれていらっしゃいます。計画の段階とか、参

照比較対象が提案時なのか、計画時なのかとか、そういったことでこの評価が分かれてい

るのかなと思うのですが、その辺りについて説明をしていただけますでしょうか。  

○小倉市民総務課長   評価の制度的な面となりますので、私からお答えします。まず、

指定管理者の自己評価については、資料５－５の５９ページの下の方に書いておりますよ

うに、水準どおり、あるいは水準を上回るという記載で、ある意味、定性的な基準でござ

います。  

 一方で、市の評価については、モニタリングの結果で「◎」・「○」・「×」をつけた

結果により、ある程度機械的に定まるものとなっています。その結果が、「Ａ」と「Ｃ」

ということで大分結果として離れてしまうというものでございます。  

○八木委員   そうですね。一応、したがってここでこの当事者が考えている「Ａ」が、

３の（１）ですか、この割引の設定とか、この辺のところがゼロではなくて、１にしても

らえないだろうかみたいなことに該当するという考えでよろしいですか。  

○小倉市民総務課長   まさにおっしゃるとおりです。  

○八木委員   そうするとここが、１の評価には至らなかったということでよろしいので
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しょうか。  

○小倉市民総務課長   そうです。  

○八木委員   分かりました。  

○吉田部会長  先ほど吊り天井工事についても補填をされたと口頭でおっしゃられてい

ましたが、こちらも先ほどの市民会館と同じように、収支には上がっていない金額という

ことでしょうか。幾らぐらいの金額だったか教えていただきたいと思います。  

○吉野文化振興課長補佐   約１千万円です。 

○吉田部会長  こちらの指定管理者の場合は、今回の収支としては１５８万３千円とな

っていますが、プラス１千万円が市の指定管理料として、収支としては手元に残っていら

っしゃるということになりますかね。  

○吉野文化振興課長補佐   はい。  

○吉田部会長  ありがとうございます。  

○日野委員   美浜文化ホールは、吊り天井の工事で休館予定ということだったけれども、

入札が不調になったので、１２月から開館したということですが、この方針を立てたのは

千葉市としてということですかね。  

○吉野文化振興課長補佐  はい、そのとおりです。  

○日野委員   この点について、これが指定管理者の方から１２月からと言っているので

あれば、また少し事情は変わるかもしれませんけれど、千葉市として開館するよう指導さ

れたのであれば、それに応じてこの指定管理者が、様々な割引制度など、知恵を出してい

ただいて、相当の努力をされたと、私個人としては感じます。確かに数量的に見るとこの

評価になるかとは思うのですが、指定管理者として努力されたという部分も、必要に応じ

て考慮する必要はあるかなと思います。長い目線の話なのですけれど、評価の在り方につ

いて検討する必要があると感じました。  

○吉田部会長  そうですよね。先ほど５ページの「Ｄ」にコメントがないというところ

で、そういった点を入れていただくとよいかなと思いました。  

○朝香委員   先ほどおっしゃられました割引制度なのですけれども、ここの５ページの

自己評価のところで、リハーサル室の直前割引というのは、どういうことでしょうか。  

○稲垣委員   間際だから安くするのではないですかね。もう、スーパーで最後、値引き

するようなもので、ぎりぎりだからと。  

○吉田部会長  直前まで利用の申込みがないものに対しての割引と、見学のときに伺っ

た記憶があるのですけれど、そちらでしょうか。  

○吉野文化振興課長補佐  そのとおりでございます。  

○吉田部会長  外部の方の利用が多いというご説明もありましたが、アンケートの結果

は千葉市の方が多かったということで、とても安心できる結果だったので、やはりアンケ

ートは重要だと思います。  

○日野委員   直前割もそうですが、学割など本当に様々な割引をやっていらっしゃるの

ですよね。ほかの指定管理者と比較しても非常に誠意もあって努力されているものと感じ

ました。  

○吉田部会長  施設がまだきれいということももちろんあると思うのですが、前の市民
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会館や文化センターと比べると、指定管理者のやる気の度合いというものが高く、自己評

価はとても高くて市の評価で下がってしまう傾向はあるものの、しっかりやっていただい

ているような感覚がありますよね。  

○朝香委員  そうですよね。  

○吉田部会長  なので、「Ａ」と「Ｃ」というのがあまりにも多くて、これは毎回、話

題にも上がっていて、事前質問でも指定管理者の自己評価が高いけれども理解しています

かという事前質問に対してご回答もいただいてはおりますが、評価委員会側からすると、

やはりよくやっていらっしゃるところを、何か表現できないかなと思いますよね。  

○朝香委員   前回と同じことなのですけれども、今の６ページの自己評価、総括という

ところの下の方で、子ども向けの影絵とか、それからあと、大人向けの「琵琶と筝と影絵

でつづる『今は昔』」、つまり高齢者の方の生きがいづくりと、それから子どもたちへの

日本の楽器のよさを伝えるという、この取組みの評価は、非常に高い結果となりましたと

書いてありますけれども、これは本当によい催物だったと思います。今後とも何かの方法

で続けていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。  

○吉田部会長  実際、資料５－５の３５ページ、３６ページを拝見すると朝香委員にも、

かなりご協力いただいているのだなというのもよくわかります。  

 なかなかお琴は身近なものではないものなのに、毎月やってある程度の入場者数をきち

んと確保されていらっしゃるというのはすばらしいなと思いました。  

○朝香委員   あと、資料５－４の、ページがないのですけれども、収支見積のところで、

収入と支出が同額に全部なっているのですけれども、この解釈の仕方を教えていただけま

すか。  

○吉野文化振興課長補佐  あくまで計画段階ですので、収入と支出が赤字を負って事業を

やるわけにもいきませんので、それでそろっているということになります。  

○吉田部会長  恐らく、必要な経費で収入を賄って、ここから利益を生むようなもので

は基本的にはないという計画をつくっていて、この結果が、資料５－５の７３ページの表

になっているのですかね。収支でプラスのものもあれば、マイナスのものもあるという。  

○朝香委員   そういうことですか。分かりました。  

○吉田部会長  皆様、ご意見、ご質問は出そろいましたか。今回特に、例年どおりと言

えば例年どおりなのですが、自己評価に対して市の評価がかなり低くなっていて、今回も

「Ｃ」ということになりますが、これは他の施設と同様の形で評価するとこのようになる

べきだということが、所管課からのご説明かなと思っております。部会の評価としてもよ

ろしいでしょうかね。  

○稲垣委員   指定管理者が納得するような説明がいるでしょうね。評価はこれで良いと

思うのですけれど、何で「Ｃ」なのか、説明が必要だと感じますね。 

○日野委員   指定管理者さんから問合せはあるかもしれないですね。  

○八木委員   ただ、先ほどの説明だと指定管理者の方は自分の定性的な評価だから、仮

に食い違っても構わないということなのでしょうか。  

○小倉市民総務課長  そうですね。そこは必ずしも一致することは求められていないです。 

○吉田部会長  やはりそういったところも部会としての意見として少し加えましょうか。
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よくやっていただいている部分もあるし、定性的な評価とされているのも理解はしている

が、他の施設と比較衡量の中で市の評価も妥当と考えているとあえて加えた方が、市の評

価を否定はしないし、自己評価も否定はしないけれども、ちゃんと検討した上でこちらの

「Ｃ」評価を追認していますよということで、部会としてはよいのかなと。  

○日野委員   そうした対応の方が丁寧ですよね。  

○吉田部会長  そういった形で「Ｃ」評価と皆さん考えていらっしゃるということで、

ご異論はないですかね。  

（異議なし）  

○吉田部会長  では、委員の皆様からいただいた意見を総合したいと思います。  

 年度評価につきましては、市の作成された年度評価案「Ｃ」は妥当であるというところ

でよろしいですかね。  

 ただ、自己評価が全体的にかなり高い指定管理者でございますので、指定管理者の意見

としても、そちらの点は十分考慮した上で市の評価が妥当であるということは、文言とし

て付け加えていただきたいと思っております。  

 その他のご意見、施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化の方策、また改善を要

する点等の主な意見といたしましては、美浜文化ホールにつきまして、吊り天井工事が入

札不調となったということで、急遽１２月の開館になりました。その際に、様々な割引制

度を活用されて、利用者の確保に努められた点はとても評価できると。恐らくその後の２

月、３月のことを考えると、ここで確保していなかったらまた評価が大分変わってきてし

まったのではないでしょうか。  

 あと、子どもや高齢者に対しまして、幅広い世代を対象としているよい企画をされてい

て、引き続き取組みを継続されたいということですね。  

 おおむね、とてもよく指定管理を行っていただいている指定管理者であるという判断か

なと考えております。  

 では、以上でよろしいでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  引き続きまして、年度評価では指定管理者の倒産、撤退のリスクを把握

することになっております。これから計算書類等を基に指定管理者の財務状況等に関する

意見交換を行うことになりますが、一部の資料は一般には公開されていない法人等情報を

含んでおり、千葉市情報公開条例第７条第３号に該当する不開示情報となりますので、同

条例第２５条ただし書の規定により、ここからの会議は非公開といたします。  

 傍聴人の方、今はいらっしゃらないということでよろしいですね。  

 それでは、指定管理者の財務状況に関しまして、計算書類を基に私の方から意見を申し

上げたいと思います。  

（※財務状況等に関する意見交換の経過については、千葉市情報公開条例第７条第３号に

該当する情報（法人等情報）が含まれているため、表示していません。）  

○吉田部会長  では、委員の皆様からのご意見いただきましたが、財務状況については

倒産撤退の懸念はないというご意見にしたいと思います。これを本部会の意見とさせてい

ただきます。よろしいでしょうか。  
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（異議なし）  

○吉田部会長  では、これからの会議については公開といたします。特に傍聴人の方、

お待ちの方いらっしゃらないですね。  

 では、このまま続けさせていただきます。  

 それでは、これまでの意見を踏まえまして「千葉市若葉文化ホール・千葉市美浜文化ホ

ール」の指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価についての、本部会としての意見

をまとめていくということになりますが、詳細については、私と事務局にて調整するとい

うことでご承認いただきたいと思います。  

（異議なし）  

○吉田部会長  ありがとうございました。  

 では、続きまして総合評価についてご審議いただきます。施設所管課よりご説明お願い

いたします。  

○吉野文化振興課長補佐  それでは、資料６ですね。若葉、美浜文化ホールの指定管理

者総合評価シートをご覧いただきたいと存じます。  

 まず、一つ目の「基本情報」でございますが、先ほどの年度評価でも申し上げさせてい

ただきましたとおり、平成２８年度からの新たな指定に基づき設定した内容でございます

ので、詳細を割愛させていただきたいと存じます。  

 続きまして、「２  成果指標等の推移」でございます。ここでは、各施設の指標におけ

る数値目標の実績値等につきまして、平成２８年度からの推移をまとめております。  

 まず、「（１）若葉文化ホール」でございます。「ア  施設利用者数」の達成率の欄を

ご覧ください。平成３０年度では約９０％となっておりまして、おおむね計画どおりとな

っております。一方で、平成２８、２９、令和元年度の３か年につきましては、７０％台

となっておりまして、低調な結果という形になってございます。  

 その結果、４か年平均でございますが、８割に近い数値とはなるものの、市が期待する

値は満たしていない状況でございます。  

 次に、「イ 使用件数」でございます。先ほどと同様に達成率の欄をご覧ください。平

成２８年度、２９年度の２か年では７０％台であり、低調な結果となっております。  

 一方、平成３０年度、令和元年度は、計画もしくはそれ以上の高い達成率となった結果

となっておりまして、平均では、９割を超えるということで、おおむね計画どおりの結果

が得られたものと考えております。  

 なお、平成３０年度での値が高い要因でございますが、こちらは吊り天井改修工事によ

る休館があった一方で、リハーサル室自体は稼働していたことから新たな割引制度を設定

した結果、他の近隣施設から利用者が流入したもので件数が増えたということでと分析し

ております。  

 これは、次の「ウ  施設稼働率」でも同様の傾向でございますので、同様に見ていただ

きますと幸いでございます。  

 それでは、ページをおめくりいただきまして、２ページでございます。「（エ）ホール

稼働率」の、達成率についてご説明したいと思います。令和元年度の土日祝で、やはり新

型コロナウイルス感染症による利用自粛要請等もございまして、やや低調な結果となって
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おります。また、平日はおおむね計画値を超える結果となっておりまして、期待以上の結

果が得られたと考えております。  

 次に、「（２）美浜文化ホール」でございます。先ほどと同様に達成率を中心にご説明

させていただきます。「（ア）施設利用者数」から「（ウ）施設稼働率」までは、おおむ

ね９割を超える結果となっております。この結果、計画どおりと捉えておりますが、さら

に「（エ）メインホール稼働率」、「（オ）音楽ホール稼働率」では、令和元年度のメイ

ンホールの土日祝日の達成率が、やはり吊り天井改修工事の予定が急遽変更となったこと

による影響により低位となっているものの、計画どおりもしくは計画を超える期待以上の

結果が得られたと判断しております。  

 ページをおめくりいただきまして、３ページ、「３ 収支状況の推移」でございます。  

 これは、各年度の計画値と実績値を比較した項目となっております。まず、必須業務で

ございますが、収入についてご覧ください。指定管理料、それから利用料金は計画と実績

が、各年度で９０から１００％程度で推移した結果、計画と実績が同額程度となっており

まして、収入は、おおむね順調に推移したものと受け止めております。  

 一方、支出でございますが、管理経費の削減等により支出が抑制された結果、計画に対

しては各年度で５％程度の削減幅となっておりまして、４年間の合計では約４，１００万

円の経費削減となってございます。  

 この結果、収支はすべての年度において黒字を計上しておりまして、４年間合計で、約

１ ,６００万円。収入に対して約１．８％の割合で、黒字が確保できたという状況でござ

います。  

 次に、自主事業でございます。各年度の計画に対する実績の振れ幅が大きいことから、

合計欄でご説明させていただきます。  

 収入・支出ともに計画に対して約３４～３８％の増となっておりまして、その結果、収

支は各年度ですべて黒字を計上しております。４年間の合計では、約３６０万円で、収入

に対する割合は約１２％となってございます。  

 これらを踏まえまして、総収入の欄でございますが、４年間の合計で約９億３，２００

万円。総支出では約９億１，２００万円となりまして、総収支でございますが、金額で言

うと約２千万円、率にして約２％の利益を確保した結果となってございます。  

 さらにページをおめくりいただきまして、４ページでございます。「４  管理運営状況

の総合評価」でございます。  

 この総合評価につきましては、参考資料９にございます「評価の目安」に基づき判断し

ておるところでございます。  

 まず一つ目の「管理運営による成果・実績」の欄でございますが、「１  成果指標の目

標達成」でございますが、先ほど１、２ページにかけまして記載がありました各施設の年

度ごと、かつ指標ごとの達成率につきまして、年度評価の評価内容に基づき、「Ａ」から

「Ｅ」までの評価をし、この結果を踏まえまして評価いたしますと、若葉文化ホールの施

設利用者数で「Ｄ」判定となるものの、他の指標では「Ｂ」または「Ｃ」という評価にな

ることから、総合評価における「評価の目安」に基づき、ここでは「Ｃ」評価としており

ます。  
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 次に、「２ 施設管理経費縮減への寄与」の欄でございますが、３ページで記載のあり

ました指定管理料について判断しておりまして、おおむね提案額と同額という結果になっ

てございますので、「Ｃ」評価としております。  

 次に「３  市民の平等利用の確保・施設」の適正管理から「６  その他」まででござい

ますが、「年度評価における管理・運営の履行状況」の市の評価結果を踏まえまして、総

合評価における「評価の目安」に基づき、評価した結果、５の「（２）利用者サービスの

充実」についての評価が「Ｂ」、そのほかはすべて「Ｃ」とさせていただいたところでご

ざいます。  

 これらの結果を踏まえまして、一番下の欄の総合評価でございますけれども、「Ｂ」評

価が一つ、「Ｃ」評価が八つとなることから、「総合評価の目安」に基づきまして「Ｃ」

評価とさせていただいております。  

 続きまして、５ページをご覧ください。「５ 総合評価を踏まえた検討」でございます。

まず「（１）指定管理者制度導入効果の検証」につきましては、当初見込んでいた効果は

おおむね達成できたものと考えております。  

 その理由でございますが、千城台コミュニティセンターと複合施設である若葉文化ホー

ルにつきまして、「若葉たなばた演芸会」において、千城台コミュニティセンターで活動

するサークルに発表の場を提供したこと、それから、美浜文化ホールの「レクチャーＬＩ

ＶＥ」では、若葉文化ホールで活動するキッズチアを出演させたというような連携の状況

がございました。このほかに、いきがいづくり事業といたしまして実施されました「和会

２」では、君津市の文化施設と連携をしたことなど、各施設の特性、それから地域性を生

かした取組みが行われていることに加えまして、改修工事や新型コロナウイルス感染症と

いった当初計画にはなかった事象により、施設利用者数など、成果指標の一部の達成状況

が目標を下回った状況はあったものの、指定期間におきましては施設稼働率などでおおむ

ね目標どおりの数値結果となっております。さらには収支面におきまして、利用料金収入

が計画時よりも実績値が下回ることがある一方、支出の抑制にも努めた結果、指定期間に

おける指定管理料は約１千万円が削減され、市の支出は抑制されていることといった状況

を踏まえまして、市民サービスを低下させることなく、持続的に提供され、経費が削減さ

れたものと判断し、効果的かつ効率的な管理が行われたものとして、制度導入効果はおお

むね達成できたものと考えております。  

 続きまして、「（２）指定管理者制度運用における課題・問題点」につきましては、少

子高齢化社会が進展していく中、地区ホールは地域文化の創造拠点といたしまして、地域

特性や市民ニーズを的確に把握し、子ども、高齢者など、あらゆる世代が利用し、交流す

る場として持続的にサービスを提供していく必要があり、文化ホール間の連携企画など、

これまで以上に創意工夫した内容による効果的な事業展開を行いつつ、財政的な負担を考

慮した効率的な管理運営が求められているということを考えてございます。  

 以上の評価を踏まえまして、「（３）指定管理者制度継続の検討」につきましては、課

題解決や制度導入効果が引き続き見込まれるものと考えておりまして、指定管理者制度を

継続することが妥当と判断いたしております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。  
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○吉田部会長  ありがとうございました。  

 ただいま、所管から一通り説明をいただきました。「千葉市若葉文化ホール・千葉市美

浜文化ホール」の総合評価につきまして、管理運営状況の総合評価と総合評価を踏まえた

検討が示されました。この市当局の作成した総合評価や総合評価を踏まえた検討内容につ

きまして、評価の妥当性、指定管理者制度の導入効果や課題等を踏まえた制度継続の検討、

次期選定に向けての改善点等について、委員の皆様からご意見をお聞きしたいと思います。

ご質問も含めまして、何かございましたらお願いします。  

 では、お聞きしたいのですが、３ページの「収支状況の推移」で、先ほど、美浜の吊り

天井に係る補填が１千万円、こちらとは別枠であったとありましたけれども、若葉につき

ましても３０年度に工事をされていたと、同様の補填がなされているということでしょう

か。それと金額がもし分かれば教えていただけますか。  

○吉野文化振興課長補佐   補填はそのとおりしているのですけれども、金額については、

手持ちがなく、具体的なところが申し上げられないです。申し訳ございません。  

○吉田部会長  プラスで指定管理者側に補填されているということですね。  

○吉野文化振興課長補佐   そうでございます。  

○吉田部会長  事前質問でも挙げさせていただいたのですが、特に市民会館を見た後だ

ったからというところもありますが、必須業務でも収支が１，６００万円のプラスで、自

主事業も合わせると２千万、さらに今お聞きした金額を合わせると３千万超の金額が指定

管理者側に利益としてもたらされていることになりますが、この指定管理に関しての収支

というのは、利益還元の計算式もありますが、指定管理料として市から払われている場合

には、その計算式に当てはまるような利益還元はなかなか難しいのかなと思います。  

 そうすると、指定管理者制度というのは、本来的に効率的な運営をお願いして、市の財

政の負担を減らすという趣旨において、この３千万円超という金額が妥当なのかどうか、

市としてはいただいたご回答のような判断をされているということになりますか。  

○吉野文化振興課長補佐   実際難しいところはあるのですけれども、先ほども申し上げ

ております、利用料金の補填ですね。当初分かっていた吊り天井工事とか、休館に伴う利

用料金の補填というところなのですけれども、その期間、休館するということをベースに

利用料金を計画していただきます。事業につきましても当然その期間分できないというこ

とになりますが、それを踏まえつつも事業計画は立てていただくということが前提になっ

ています。その収支差が基本的には指定管理料になるのですが、指定管理者側からすると

当然、通常の利用料金よりは低い数字で算定してくるわけで、その分は通常、例年、休館

しなかった場合に、おおむね得られる利用料金収入をベースに、休館による影響との差と

いうのは、補填しますよと整理をしないと、ではこの指定管理料で運営していきますとい

う話になってこないということが前提としてあるわけです。  

 その結果、その年度が始まって運営していったときに、指定管理料が余ったというよう

な状況が仮にあったとしても、もともとそういう発想で指定管理料を組んでいますから、

では黒になったからその分払わなくて良いかというとなると、それは少し話が違うという

ことになり、そこは払わざるを得ないというふうに思います。たまたまその結果がこうい

った形で全体的に黒が少し増えたと捉えているのですけれども、そこが必ずしも過度な形
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でお支払いしているのかという部分につきましては、何とも言いようがないのですが、理

屈的にはそういう形で整理して、今のところ運営はしているという状況でございます。  

○吉田部会長  指定管理料を決めた時点での前提では、これぐらいが妥当であろう、実

際やってみたところ、そんなに必要なかったのではないかという検討をして、次期の選定

に考慮されていくということはされるのでしょうか。  

○吉野文化振興課長補佐   次期の指定管理料につきましては、簡単にいえば、これまで

の実績をベースとして、例えば、人件費とか物価スライドみたいなところを考えていって、

何％か上乗せするといったことが思いつくわけですけれども、一方で、事業は何も変わら

ないのに、などといったいろいろな状況を加味しながらその差を指定管理料として出すと

いうのは、こちらとしても十分に精査したつもりでやっておるところではありますけれど

も、実務的にはなかなか判断が難しいものと考えております。  

○吉田部会長  先週、今週とほかの施設も見させていただいている中で、やはりコロナ

ウイルスで大きな赤字を被っていまして、指定管理者がそれを被っているようなところも

ある一方で、コロナウイルスの影響がありつつも、しっかり収支を確保されているところ

もあります。指定管理者の制度自体が、赤字になったら指定管理者が被るというのだと、

少し本来の目的とは違ってきてしまうところで、コロナ禍において、金額というものは市

民の皆さんから厳しく見られてくるところだと思いますので、ここの指定管理者だけもう

かっているのではないかというようなことが思われないようなしっかりとした説明は必要

なのかなと考えます。  

○吉野文化振興課長補佐   もちろん私どもとしても経費の節減というのは制度の前提と

してございますので、簡単にいえば無駄な経費は支出しない考えではおります。  

○吉田部会長  やるべき事業を行わなかったせいで収入だけ残ったということになって

も問題でありますし、もちろんこの指定管理者に関してはそういったことは行われていな

いような心象は得ているのですが、少し気になっています。  

 いかがでしょうか、年度評価につきまして。  

○稲垣委員   今のそのとおりだと思います。  

○日野委員   なかなか合理的な判断基準って難しいですよね。結果、黒になったから、

では返してとも言いづらいでしょうし、赤になったから、それは被ってというのも少し変

ですし。そこは合理的な判断というか、市の方で判断いただくしかないのかなと思いまし

たね。  

○稲垣委員   難しいとは思うけれど、やはりある程度、客観的な基準が欲しいですね。 

○日野委員   そういった線引きは一つ必要かもしれないですよね。  

○吉田部会長  やはり４年間で３千万円ももうかったのだというと、かなり大きな金額

という感覚は出てきてしまうので、コロナの影響があってもこれでしたというのは、ほか

の施設とも全く違うなと思いました。  

○八木委員   選定のときにいなかったので、単に教えていただきたいということなので

すけれど、この１つ下に利益還元というのがありますけれど、補填があるのであれば還元

というか、戻してくださいというのもありなのかなと思うのですが、これについての扱い

というのは、これはどういうものだったのでしょうか。  
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○吉野文化振興課長補佐   利益還元というのはもともと、要は想定を上回るような利益

があったときに、それを市に還元するということで、利益が総収入の１０％上回ったとき

に幾ら返してくださいというような基本的な取決めがございます。  

○八木委員   そうすると、この場合もそれは適用されているのですか。  

○吉野文化振興課長補佐   されておりません。こういった状況にあったときに還元して

くださいとしているのですけれども、その条件には合わなかったということです。  

○八木委員   では、そうすると補填もあるし還元もあるということには一応なっている

のですか。  

○吉野文化振興課長補佐   はい。  

○八木委員   分かりました。ありがとうございます。  

○吉野文化振興課長補佐   あともう一つ、先ほどの収入の利益の関係で申し上げますと、

新しい指定管理者を募集するときに、市がこの５年間で支払う指定管理料の上限をあらか

じめ明示した上で収支計画を出していただきますので、当面はその範囲内で指定管理料を

支払うということになっております。  

○吉田部会長  そうですよね、だから、その設定に前指定管理者の収支状況がよかった

ので減額をするような考え方があるのかどうかというのをお聞きしてみたかったのです。 

○吉野文化振興課長補佐   次期の指定管理期間においては、今その上限額を算定してい

る段階でございますので、当然そこは過去の実績を、加えてコロナウイルスの影響をどこ

まで見るか、そういった今後の収支の見通しを我々なりに検討して、算定していきたいと

考えております。  

○吉田部会長  収支状況が良好な場合は市の支出を減らすような考え方もあるし、逆に

少ないと考えられる場合には指定管理料を増額するようなこともあるのですか。  

○吉野文化振興課長補佐   そうです。指定管理料は全体の経費から、その利用料金収入

を引いた額が指定管理料になるというのが大原則ですので、どれだけの管理経費がかかる

か、それに対してどれだけの料金収入になるのかというのを過去の実績等を勘案して計算

をしているということになります。  

○八木委員   つまりそれは見直しのタイミングが、この計画のときでないとなかなか難

しいというお話ですか。 

○吉野文化振興課長補佐   そうですね、その上で上限額を設定して選定をし、毎年の指

定管理料については、毎年度当初に指定管理者と協議をして、市の当初の設定した上限額

の範囲内で、算定していくということになります。  

○吉田部会長  恐らく今回も当初提案された指定管理料に対して、やるべきことをされ

ていないのに収支がプラスになっていたら問題になるのでしょうけれど、そういったケー

スではないので、当初の提案がそのままで、この５年間については問題ないのかなと認識

しています。それでよろしいでしょうか。  

○八木委員   はい。  

○吉田部会長  では、次に総合評価についてですが、５ページの先ほどの指定期間にお

ける指定管理料は１千万円が削減されたというのは、計画と実績の話ということでよろし

いですかね。  
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○吉野文化振興課長補佐   はい。  

○吉田部会長  総合評価につきましても年度評価の積み上げという形で、恐らく指定管

理者からすると、少し低いのではないかという評価になっているのかなと思います。評価

の理由に、もう少し個別具体的なことを書いていくとか、そういった考え方はありますか。

独自の取組みをかなりされているので、そういったものも含めていくと、ちゃんと見てい

るよという所管の気持ちも伝わってくるのかなと思います。自己評価が割と高い指定管理

者のやる気を削ぐようなことはしたくないなとは思ったのですが、お役所的な文面になっ

ていらっしゃるのかなと感じます。年度評価はかなり具体的に書いていらっしゃるので、

同じような感じにはならざるを得ないのかなと思うのですけれど、工夫はまだできますか。

特に、先ほど「Ｂ」を「C」とした点だけでもよろしいと思います。  

 では、皆様意見出そろいましたかね。  

（なし）  

○吉田部会長  では、委員の皆様から様々な意見をいただきましたが、いただいた意見

を総合いたしますと、評価の妥当性につきましては市の作成した総合評価は妥当であると

いうご判断かと思います。  

 制度継続の検討につきましても、制度導入の効果がおおむね達成できていることから、

指定管理者制度の継続が妥当であると。  

 次期選定に向けての改善点等につきましては、良好な管理運営はなされているのかなと。

ただ、指定管理料の計算に当たっては、収支状況も考慮していただきたいと。細かいとこ

ろは市にお任せしたいと思うのですが、収支状況が良好なため、次期の指定管理料の算定

に当たっては十分考慮されたいということは申し上げておこうかなと思います。  

 では、これまでの意見を踏まえまして、千葉市若葉文化ホール、千葉市美浜文化ホール

の指定管理者の行った施設の管理に係る総合評価についての本部会としての意見をまとめ

ていくことになりますが、詳細につきましては、私と事務局で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）  

○吉田部会長  施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を次期指定

管理者の選定の際に十分に反映していただこうと思います。  

 予定では休憩はありませんでしたが、ここで５分程度の休憩を入れさせていただきたい

と思いますので、４時３５分にまた再開させていただくのでよろしいでしょうか。  

（異議なし）  

（休憩）  

○吉田部会長  再開させていただきます。  

 それでは、次に千葉市若葉区千城台コミュニティセンターの年度評価及び総合評価に移

りたいと思います。  

 まず千葉市若葉区千城台コミュニティセンターの年度評価を行います。施設所管課より

説明をお願いいたします。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   若葉区地域づくり支援室の筒井と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。  
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 千城台コミュニティセンターについて、説明させていただきます。  

 資料７－１「指定管理者年度評価シート」について、ご説明いたします。  

 １ページをご覧ください。「１  公の施設の基本情報」についてはご覧のとおりでござ

います。  

 「２  指定管理者の基本情報」ですが、指定管理者は先ほどご審議いただきました文化

ホールと同じく、ちばアートウインド運営企業体でございます。こちらの説明は同様でご

ざいますので省略させていただきます。  

 続きまして、２ページをご覧ください。「３ 管理運営の成果・実績」の「（１）成果

指標に係る数値目標の達成状況」につきましては、ご覧のとおりでございますが、スポー

ツ施設というところはトレーニング室のことでございます。  

 「（２）その他利用状況を示す指標」については、七夕まつり、コミュニティまつり、

こどもまつりの参加人数を記載いたしました。  

 次に、「４ 収支状況」をご覧ください。「（１）必須業務収支状況の収入」について、

申し上げます。指定管理委託料は計画と差が生じておりますが、この差額のプラス２５万

１千円につきましては、コロナウイルス感染拡大防止のために施設の利用制限や一部施設

の休止等を行った部分について市が補填をした金額でございます。  

 利用料収入は、諸室の個人利用の増加、トレーニング室のマシン入替え及びのぼり旗を

たてて広報を行ったことなどによる利用者の増加があり、計画から約１３４万円の増とな

っております。  

 その他収入は、新電力の導入による光熱水費が安くなったことにより、合同で一括して

契約している隣接する若葉図書館及び千城台公民館からいただく光熱水費の負担金収入が

減額となったものでございます。  

 次に、支出について申し上げます。３ページをご覧ください。  

 まず、人件費は、計画と同額でございます。  

 事務費は、計画より約４０１万円の減額となりました。これは、先ほども申し上げまし

たが、新電力への切替えを他施設と合同で行ったことにより、契約単価の削減につながっ

たことなどが理由でございます。  

 管理費は、計画より約４７４万円の減額となっております。これは、清掃、設備、保安

管理等の合理化によるものです。  

 委託料は、計画より約１２５万円の減額となりました。これは、廃棄物処理の削減、植

栽管理などの合理化によるものです。  

 その他事業については、計画より約２２万円の減額となりました。これは講師を関係先

に依頼するなどして講師料を削減するなどした費用の減によるものです。  

 続けて、４ページをご覧ください。「（２）自主事業収支状況」、「（３）収支状況」

はご覧のとおりでございます。結果として、収支は約１，１６３万円のプラスとなってお

ります。  

 次に、５ページの「５ 管理運営状況の評価」をご覧ください。「（１）管理運営によ

る成果・実績」については、ご覧のとおりでございます。施設稼働率は、成果指標が市設

定の数値目標の８５％以上１０５％未満であったことから「Ｃ」といたしました。また、
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施設利用者数は、成果指標が市設定の数値目標の１２０％以上である約２２０％であった

ことから「Ａ」と評価いたしました。これはトレーニングルームの設置器具やパンフレッ

トのリニューアル、トレーナーの配置、のぼり旗を立ててＰＲするなどの広報の効果によ

るものであります。  

 次に、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」については、市の指定管理料の支出が

選定時の提案額と同額であったことから「Ｃ」といたしました。  

 続いて６ページ、「（３）管理運営の履行状況」についてです。こちらは、年度内に２

回実施いたしましたモニタリングの結果を資料７－２「年度評価シート補足資料」に転記

し、七つの分野ごとの平均値を算出して、補足資料の先頭にございます「評価の目安」に

基づきまして、「Ａ」から「Ｅ」の５段階で市による評価を行ったものです。その結果、

市の評価につきまして、「３  施設の効用の発揮」の「（１）幅広い施設利用の確保」に

おいて「Ｂ」の評価といたしました。  

 これは地域ポータルサイトなど、幅広い媒体を利用して広報を行っていることや、チラ

シやポスターなども目を引きやすい魅力的なものであること、また、近隣の学校、団体、

イベント等と連携が積極的に行われていることなどを評価したものでございます。  

 そのほかのすべての項目においては「Ｃ」という評価をさせていただきました。  

 次に、７ページ「（４）市民局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応」につい

てです。  

 まず、加曽利貝塚との連携についてですが、区内にある加曽利貝塚との連携強化を図ら

れたいという意見を以前にいただいております。これに対しまして、令和元年の七夕まつ

りにおきまして、加曽利貝塚友の会の方にペーパークラフトづくりで協力いただきました。

今年度の七夕まつりは加曽利貝塚博物館にも参加協力をいただくお話で進めておりました

が、コロナウイルス感染拡大防止により、七夕まつりの開催が中止となってしまいました

ので、１月に行うこどもまつりの方で連携を検討しているところでございます。  

 次に、トレーニング室の利用が大幅に伸びており、「混雑による問題が生じていないか、

状況の把握に努められたい」との意見をいただいておりましたことについて、トレーニン

グ室の定員を１０名としておりますので、１０名を超える場合は整理券を配ることとして、

適正な入場管理を行うことといたしました。特に人気のランニングマシンは、１回の利用

時間の上限を２０分と決めまして、使用時に終了時間をホワイトボードに記入していただ

き、譲り合ってご使用をお願いすることといたしました。  

 また、トレーニング室は防犯カメラで状況の確認を行っておりまして、混雑による問題

は起きていないという報告を受けております。  

 次に８ページをご覧ください。「６  利用者ニーズ・満足度の把握」の「（１）指定管

理者が行ったアンケート調査」につきましては、ご覧のとおりでございます。  

 第１回のアンケートは、各施設が独自に項目を設定し、満足度を１から１０で回答いた

だいたものですが、総平均点が７７点とすべての項目で高い評価をいただいております。

特に「清潔感」や「受付の対応」、「快適性」に関しては７８点以上の高評価をいただい

ております。  

 第２回のアンケートは、全コミュニティセンター統一の質問内容で行ったものですが、
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満足度に関しては「施設の清掃」は８１．２％の方が「大変満足」、または「満足」、

「スタッフの対応」は８０．１％の方が「大変満足」、または「満足」と高評価をいただ

いております。  

 続いて、お隣の９ページの「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対

応」についてですが、「駐車場が足りない」とのご意見が以前にございました。当施設は

複合施設のため、各施設で行うイベントが重なったときなどは駐車場が不足してしまいま

す。近隣にラパークという大型商業施設がございますので、そちらに協力を仰ぎまして、

不足した際にはそちらを案内することといたしました。また、引き続き、利用者に駐車場

の状況を十分理解していただけるよう、利用者以外の方が駐車しないように見回りなども

行っております。  

 また、「トイレが古い」という意見に対しましては、順次洋式化に修繕を行っていく予

定でございます。  

 「空調の細かい調整ができると良い」という意見に対しましては、利用者からの申出に

より、その都度、設備職員が室内温度の調整を速やかに行うことで対応しております。  

 「トイレが温水便座ではない」という意見に対しては、２階と３階の多目的トイレに温

水便座やウォシュレットを取り付ける工事を令和２年３月に実施したところでございます。  

 「駐車場へのスロープが暗い」という意見に対しましては、今年度新たにＬＥＤ照明の

設置を行うことを検討しているところでございます。  

 続いて、１０ページをご覧ください。「７  総括」でございます。 

 「（１）指定管理者による自己評価」ですが、評価は「Ａ」から「Ｅ」の５段階評価の

うち「Ａ」としております。理由といたしましては、大きくはトレーニング室の利用者拡

大のために、積極的にＰＲ活動を行い、様々な取組みをした成果が出ていること、各事業

の実施におきましても、積極的なＰＲ活動や未利用者に参加いただける工夫を行い、各種

団体と様々な協力をしながら、常によりよくするための取組みを実施していることをプラ

スとして評価されているものであると考えております。  

 次に、下の「（２）市による評価」でございますが、評価は５段階評価のうち「Ｂ」と

いたしました。理由といたしましては記載のとおりでございますが、利用者への親切・丁

寧な対応を徹底しており、利用者アンケートの結果についても高評価であること、新電力

の導入や清掃・施設管理・植栽管理の合理化によるコスト抑制に努められていること、ト

レーニングルームの更なる充実や利用者からの要望に迅速・適切に対応するなど、利用者

にとってより魅力的な施設となるように努められていることでございます。  

 自主事業についても、提案事項を適切に実施しており、多種多様な情報発信や子どもか

ら大人まで楽しめる事業内容など、人を集める多様な工夫がされていること、地域住民を

はじめとした近隣の学校、団体、イベントなどと連携が積極的に行われ、地域に開かれた

施設となるよう、様々な工夫がされていることなどから、市が指定管理者に求める水準な

どを上回る、優れた管理運営が行われていたと判断したものでございます。  

 「指定管理者年度評価シート」の説明につきましては、以上でございます。  

○吉田部会長  ありがとうございました。  

 ただいま、所管から一通り説明をいただきまして、千葉市若葉区千城台コミュニティセ
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ンターの年度評価につきまして、評価案が示されました。  

 はじめに、この市当局の作成した評価の妥当性について及び指定管理者の施設のサービ

ス水準向上、業務効率化の方策、また、改善を要する点等について、委員の皆様からご意

見をいただきたいと思います。ご質問も含めて、何かございましたらお願いいたします。  

 お願いします。  

○稲垣委員   さっきから議論になっているところですけれども、同じ会社がやっていて、

評価についてこちらは結果も「Ｂ」となっていますが、美浜区の方も結構努力、創意工夫

があったなという印象です。だから、それが同じ市役所で評価が「Ｂ」と「Ｃ」になって

というのは何かよほど説明がうまくいかないと変な疑問を持たれると思うのですよね。  

○吉田部会長  そうですね。ただ、その一方でコミュニティセンターという役割として

の「Ｂ」評価と、文化ホールとしての「Ｃ」評価が必ずしも一致するということではない

のかと思います。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   コミュニティセンターの運営としては、区の自主事

業ですとか個別の小さな事業の実施が施設ごとにありまして、それぞれ成果を出しやすい

形だとは考えます。トレーニングルームにつきましても、あること自体が地域の方になか

なか知られておりませんで、それをＰＲするということでこの２２０％という大きな数字

の上昇がありましたので、コミュニティセンターの運営自体は成果が出しやすいものだっ

たのではないかなという認識があります。  

○吉田部会長  成果指標が達成しやすい目標であった、自分たちの努力に対して結果を

出しやすいものであるという認識でしょうか。 

○稲垣委員   同じ会社がやっていても、内容が良いから、こちらは絶対良くみえますよ

ね。  

○吉田部会長  先週、中央コミュニティセンターの話で、コミュニティセンターという

のはサークル活動の支援という視点が必要で、それが成果指標として、例えばサークル数

を入れていくべきではないかとか、そういった議論も行ったところなのですが、千城台コ

ミュニティセンターにおきまして、サークル活動というのは今、盛んに行われているのか、

それとも年齢層の上昇により、なかなかされていないのかという状況がもしお分かりでし

たら、教えていただけますか。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   この５年間になりますけれども、サークル団体数は、

ほぼ横ばいになっております。平成２９年度は都賀コミュニティセンターが大規模改修を

して使えなかったことがありますので、一時的には少し増えましたけれども、あとは横ば

いで、高齢化が進んでいる地区でもありまして、サークルが減ってきているというところ

も少しあります。高齢化でメンバーがいなくなってしまってなくなるということが増えて

いるということは聞いております。  

○八木委員   例えばサークルのインターネット、ホームページの中では、サークル紹介

というアイコンがですかね、ありますよね。そこでクリックすると各団体の紹介が出てき

ますよね。ああいうようなもので、これ面白そうだなという方々も多分いると思うのです

よね。そういうご紹介とか、あと、千城台のコミュニティだよりですかね、そういったよ

うな広報物もおありなので、うまくそういったものを活用できたら良いかなと思いますね。 
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○筒井若葉区地域づくり支援室長   自主事業についてはかなり力を入れられていると思

うのですけれども、サークル活動の紹介というところにも力を入れていただくように働き

かけてみたいと思います。  

○吉田部会長  コミュニティセンターがサークル活動にこれから力を入れるべきかどう

かというのも、市にしっかり議論していただいて、市民の利用者ニーズに沿っていない形

の目標になってしまってもよくないので、そこはサークルを増やしましょうという議論よ

りも、サークル活動というものがコミュニティセンターでどのような位置付けになってい

くのかというのを千葉市の見解としてお持ちになった方が良いのかなというのが、前回で

は話に出ていますので、共有させていただきました。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   分かりました。ありがとうございます。  

○稲垣委員   いずれにしても、ここ成績は良いですよね。内容もすごく良いと思います。 

○吉田部会長  ７ページですが、加曽利貝塚との連携で、七夕まつりの中止というのは

致し方ないかなとは思います。しかし、施設の再開となったときに常設展の設置というの

は、七夕まつりや１月のこどもまつりを待たなくても先んじて始めていただくことも可能

かなと思いますので、加曽利貝塚博物館の方もかなりお忙しいところだとは思うのですが、

このお祭りがなくなったから、ではこの常設展も延びましたというよりは、取り組まれて

みてもよろしいのかなと考えました。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   分かりました。  

○日野委員   トレーニングルームについて、施設の利用２００％以上というのは、すば

らしいと思うのですが、利用の中身が比較的同じ人が繰り返し利用するのか、それとも割

と一見の人も来るのか、施設的に例えば、極端な話、毎日使うということもしやすいよう

な形態の施設だと思うのですよね。見ると自動車で来る人が６割ぐらいいるので、必ずし

も近所の人が毎日通っているということではないようにも思うのですけれど、その辺のリ

ピーターの様子とかというのは、何か把握されていることはありますでしょうか。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   リピーターが多いということは聞いております。チ

ケットの形も年間パスポートのようなものですとか、回数券の方も販売をしておりまして、

続けて通いやすいような形を取り入れております。  

○吉田部会長  こちらの施設、囲碁や将棋も、割と毎日のように来られる方が多くて、

それも施設稼働率にそれは含まれるのですよね。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   そうですね。  

○吉田部会長  そこは毎日開いていて、自然と施設稼働率に寄与しているということで

すね。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   はい、そうです。  

○吉田部会長  そうすると、やはり個人利用にシフトしがちなコミュニティセンターな

のかなという印象も持っていて、サークル活動とのバランスをどう捉えていくかというと

ころで、いつも熱心にやられているし、評価が高いことも違和感がないのですが、コミュ

ニティセンターといいながら、コミュニティよりも、みんな個人で来ていて帰っていくの

だと、何か生み出すという点について、どのような工夫されているのかが見えてくると良

いのかなと思います。  
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○朝香委員   コミュニティセンターというのは、地域のコミュニティの拠点の役割をい

ろいろな形で実施するという目標がありますね。それでこちらの方を見ていたのですけれ

ども、オレンジリボンとかいうのは、子どもを守るための催物ですよね。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   はい。  

○朝香委員   そちらは本当に意義のある、良い企画だと思います。それから、コミュニ

ティまつり、これも職員の方と利用者の方の交流がすごく多くて、とても良い結果を生み

出していると、その参加者の方もおっしゃっているのがここに書いてありましたね。それ

から、おもちゃと、それから絵本の読み聞かせと、そこに来た保護者同士のコミュニケー

ションができているというアンケートが出ています。アンケートにとても良い評価がある

ので、これは本当に指定管理者の方が熱心に、何が必要かというのをよく考えてやった結

果ではないかなと私は感じておりました。  

○吉田部会長  ほかに、ご意見やご質問ございますか。  

○八木委員   施設を利用する方々の年代というのは、どれぐらいの層が多いのですか。 

○筒井若葉区地域づくり支援室長   やはり６０代から７９歳の方が一番多いです。どち

らの施設もそうなっているかと思いますけれども、全体の５８．４％を占めています。４

０歳から５９歳が約１５％、８０代以上の方も１５％いらっしゃいます。千城台という土

地柄、６区の中で一番高齢化が進んでおりますので、そういう事情もあるかと思います。  

○八木委員   でも若葉区の中にも大学がありますので、その大学生を呼び込むようなツ

ールなどがあると良いですよね。そういった意味ではＦａｃｅｂｏｏｋなどＳＮＳの活用

も検討されているので、そういった周知の在り方があるかなと感じました。あとはトレー

ニング室の世代というか、使用されている年代というのは分かりますかね。そこは分から

ないですか。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   申し訳ありません。把握したいと思います。  

○吉田部会長  立地的に小中高生も来やすい場所で、それで大学生とかも含めた若年層

の交流というものが生まれると、また良いかもしれないですね。  

○朝香委員   それは良いですね。  

○八木委員   そうですね。  

○吉田部会長  あそこであれば子どもだけでも行けるような場所であるかなと、地元の

方も思うかなと感じます。  

○八木委員   これは若葉文化ホールの方と隣接している組織でありましたよね、本来こ

こで言及するべきではないか分からないのですけれど、前の資料５－５の６５、６６ペー

ジとか、これ多分すぐ横で似たような使われ方をしているのかなと思うのですけれど、リ

ハーサル室で利用者の半数がダンス教室とかを使われているみたいなのがあって、例えば

教室に来られた方がそういうトレーニングとか、何か連動するようなキャンペーンとかが

あると良いですね。ただこちらもやはり年代層は、３０代とかの方も少しいらっしゃって、

こちらは若葉区の方が大半のようですね。多分考えていらっしゃって、もちろん広報とか

もされていると思うのですけれど、そういう形で何か広めていくというようなことも良い

のかなというふうに思いました。これ施設が分かれていても管理や運営は同じように行わ

れたりしているわけですよね。  
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○朝香委員   若葉文化ホールとはかなりの交流があるわけですか。 

○筒井若葉区地域づくり支援室長   そうですね。受付場所は一緒のカウンターになりま

す。コミュニティセンターの芸能フェスティバルですか、そういうところでコミュニティ

センターのサークルが若葉文化ホールさんの方で発表したりとか、そういう機会が主です。 

○朝香委員   そうなのですか。  

○吉田部会長  感覚的に諸室に関してはコミュニティセンターの方がお安く使えるとい

うことでしたよね。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   そうですね。規模も小さいです。  

○八木委員   でも、やはり利用したことある人が９割以上、１８０の内で１７４ですか

ら、基本はリピーターの方が利用される施設ということでしょうね。 

○吉田部会長  その他、千城台コミュニティセンターの年度評価について、ご意見あり

ますか。年度評価も、従前どおり、少し高めの評価をされる指定管理者の傾向があります

けれども、それでも市としても「Ｂ」であるというところも皆さん違和感はないですね。  

○朝香委員   全くありません。  

○吉田部会長  事前質問でも、その点も同じように伺っていたのですけれども、しっか

りやっているから自己評価はこのようになっているということでした。ただ、ギャップが

生まれてくると、市と指定管理者のコミュニケーションも図りづらくなってきますので、

市としての評価基準というものはしっかり説明していただいて、定性的な評価という話も

先ほど出ましたが、その辺は特にこの指定管理者に関しては必要な部分になってくるのか

なと思っています。  

○朝香委員   どこかに市とのお話し合いもできていますというふうに書いてありました

よね。この評価に関して、評価された側が理解していると出ていましたけれども、市の方

の説明もきちっとなさっているというふうに書いてありますね。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   はい、おっしゃるとおりです。  

○吉田部会長  個人利用でも十分実績上げていらっしゃいますが、コミュニティセンタ

ーとしての役割という意味でサークル活動の後押しなども、より一層していっていただき

たいというところは申し添えても良いのかなと思っております。  

 サークル活動自体を目標とするかどうかは、千葉市としてしっかり考えていただいて、

冒頭にあったコミュニティセンターは達成がしやすくて評価が高くなりやすい傾向がある

となると、ほかの施設との比較衡量でも分かりづらくなってしまいますので、妥当な評価

ができる目標をしっかり設定していただくような議論は、この施設に関してではなくてコ

ミュニティセンター全体で行っていただいた方が良いのかなと思っております。  

では、委員の皆様から様々な意見をいただきましたが、いただいた意見を総合したい

と思います。まず、年度評価についてですね、市の作成された年度評価は妥当であるとい

うことで皆様よろしいでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化の方策、また、改善を要

する点の主な意見といたしましては、まず一つ目としては、サークル活動のニーズを把握

した上で必要があれば、ホームページでのサークル活動の紹介やコミュニティだよりなど
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で活用していただきたいと思います。  

 二つ目といたしましては、昨年の部会で申し上げた加曽利貝塚との連携につきまして、

七夕まつりが中止ということは致し方ないものの、常設展の設置につきましては１月のこ

どもまつりを待たずとも連携ができるようであれば進めていただきたいなということをご

意見として申したいと思います。  

 三つ目といたしましては、トレーニング室の利用率が高いのと、囲碁や将棋や、そうい

ったものでも個人の利用は熱心にされていらっしゃるところは見学からも感じていますが、

それだけではなくてサークル活動の支援などのバランスをしっかりと取っていただきたい

なと考えております。  

 オレンジリボン、絵本の読み聞かせなど、利用者の満足度も高く、良好な企画をされて

いる点は大変評価ができるということも付け加えたいと思います。  

 リハーサル室を使われている方たちにも運動施設などのご案内をして、若い方たちがも

し知らないのであれば利用していただくような方策を設けていただきたいということです

ね。若葉区というところで年齢層は高いものの、若年層へのアプローチを、小学校、中学

校、高校、大学まである地域というところですので、そういったところへもアプローチを

取っていただくとよろしいのかなと思います。 

 では、これらを踏まえまして本部会の意見とさせていただきたいと思います。よろしい

でしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  ありがとうございます。  

 次に、指定管理者の財務状況に関しましてですが、先ほど評価いただきました千葉市若

葉文化ホール及び千葉市美浜文化ホールと同じ指定管理者ですので、省略させていただき

ます。  

 では、続きまして総合評価についてご審議いただきます。施設所管課より説明をお願い

いたします。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   それでは、総合評価についてご説明させていただき

ます。資料８「指定管理者総合評価資料」をご覧ください。「１  基本情報」につきまし

ては、ご覧のとおりとなっております。  

 次に「２  成果指標等」の推移についてですが、指定期間当初の平成２８年度からの推

移について、表にまとめております。  

 「（１）施設稼働率（諸室）」については、平成２８、３１年度が数値目標よりも下回

り、平成２９年、３０年度が数値目標よりも上回っております。  

 「（２）施設利用者数（スポーツ施設）」については、平成２８年度を除き、すべて数

値目標を上回っており、平成３０年度においては２５０％以上の達成率となっております。 

 「（３）成果指標以外の利用状況を示す指標」については、基本的には参加者数が増加

の傾向にあります。  

 次に、「収支状況の推移」についてですが、「必須業務」における収入につきましては、

平成２８年度を除き、すべて計画を上回る結果となっております。また、支出については

すべての年度で計画を下回る結果となり、収支としては平成２９年度を除き、すべての年
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度で約１千万円の黒字となっております。  

 「自主事業」における収入につきましては、平成２８年度は計画を大きく下回り、平成

２９年度には大きく上回る結果となっております。その他においては、ほぼ同額となって

おります。  

 また、支出については、平成２９年度が計画に比べて大きく増加しておりますが、その

他の年度については、ほぼ計画どおりとなっております。  

 結果、収支としてはすべての年度でマイナスの結果となっております。  

 「総収入」及び「総支出」ともにほぼ横ばいの数値となっておりまして、そのため総収

支もほぼ横ばいとなっています。  

 次に、「管理運営状況の総合評価」についてですが、管理運営業務の２から６の項目に

つきまして、おおむね事業計画どおりの実施、成果が認められております。  

 また、「成果指標の目標達成」については、管理運営の基準の水準を上回る運営の実施

が認められました。  

 次に、総合評価については、「事業計画等に定める水準や市の指定管理者に対する期待

を上回る、優れた管理運営が行われていた」ものと判断し、評価を「Ｂ」としております。 

 最後に「総合評価を踏まえた検討」についてですが、「（１）指定管理者制度の導入効

果の検証」としては、当初見込んでいた効果がおおむね達成できたものと判断いたしまし

た。  

 「（２）指定管理者制度運用における課題、問題点」については、特に課題、問題点等

はございません。  

 「（３）指定管理者制度継続の検討」につきましては、（１）にもございますように、

当初見込んでいた効果がおおむね達成できていることから、指定管理者制度を継続するも

のとしております。  

 説明は以上でございます。  

○吉田部会長  ありがとうございました。  

 ただいま、所管から一通り説明をいただきました。「千葉市若葉区千城台コミュニティ

センター」の総合評価につきまして、「管理運営状況の総合評価」と「総合評価を踏まえ

た検討」が示されました。この市当局の作成した総合評価や総合評価を踏まえた検討内容

につきまして、評価の妥当性、指定管理者制度の導入効果や課題等を踏まえた制度継続の

検討、次期選定に向けての改善点等について、委員の皆様からご意見をいただきたいと思

います。ご質問も含めて、何かございますか。では、日野委員お願いします。  

○日野委員   資料８の１ページ目、２の（３）の点ですが、成果指標以外の利用状況の

指標で、こどもまつりも劇的に増えていますし、七夕まつりも増えていますけれど、これ

何かうまくいった理由というか、他の施設との情報共有の観点からもグッドプラクティス

な要素があれば教えていただきたいです。事業計画の段階だと千城台こどもまつりは参加

見込み人数５００名になっていて、かなりこの数字が大きくなっているので、相当な周知、

啓発とか、いろいろ幅広に取り組まれたのかなと思ったのですけれど。  

○吉田部会長  ２８年度、２９年度は当初予定どおりだったのが、３０年度、３１年度

は伸びたということですね。  
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○日野委員   小学校とか中学校への周知とかも丹念にされているのかなと思いまして。 

○筒井若葉区地域づくり支援室長   広報にはかなり力を入れているということで、２９

年度からかどうか、今はっきりしないのですけれども、各町内自治会へのイベントに対す

るチラシを回覧お願いするとか、あと千城台高校ですとか、そういったところに広報をか

なり広くされたことが要因だと思っています。 

 あとインターネットの方で、地域情報サイト「まいぷれ」というものも使いまして、積

極的にＰＲを行っているということを認識しております。  

○日野委員   本当に良い数字なので、ほかのコミュニティセンターにも情報共有してほ

しいと思いました。  

○吉田部会長  特に自治会との連携というのは、他のコミュニティセンターでも、うま

くやられているところと難しいところ、うまくいっていないところとありますので、その

辺を横展開していっていただけると良いのかなと考えました。  

 あと、先ほどの文化ホールとも同じ形になってきてしまうのですけれども、２ページの

収支状況の推移で、こちらの施設ですと必須業務が落ち込んだ分、自主事業で盛り上げて

いただいて、その赤字を賄うというところは理解ができるものの、毎年１千万近く上がっ

ていて、これがコロナさえなければ、５年間で５千万というのはかなり大きな金額なのか

なと感じています。これは次期の選定に対して考慮されるという先ほどのご回答どおりで

よろしいですね。  

○朝香委員   ３ページの総合評価のところなのですけれども、最後の障害者の雇用とい

うこと、そのときの事情はたくさんあるかとは思います。そういう気持ちを持って進んで

いらっしゃると思うのですけれども、機会がありましたら、ぜひ雇用していただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。  

○吉田部会長  まだほかにご意見ございますか。総合評価におきましても「Ｂ」という

評価になっておりまして、ここも違和感ないということでよろしいですか。  

 トレーニング室は潜在的な可能性が十分秘めていたという理解と、ただ、多分、金額が

相当お安いので、民業はかなり圧迫されているのかという点も若干気になるところでもあ

ります。  

○日野委員   スポーツクラブって近くにあるのですか。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   はい、すぐ、ラパークにもあります。うちは定員が

１０名しか入れないということと、やはり人数が増えてくるとランニングマシンは上限が

２０分になってしまいますし、譲り合って使うというようになりますので、本気でやる方

はスポーツクラブの方に。  

○日野委員   そちらに行ってくださいということですね。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   健康づくり程度であると、こちらにいらしていると

いうところだと思います。  

○吉田部会長  ちゃんとそこで理由づけができるような形にはなっているということで

すね。次の成果指標のときには、もっと大きな人数に、当然なってきますよね。  

○筒井若葉区地域づくり支援室長   伸びしろは大分なくなった感じですね。  

○吉田部会長  確かに、のぼりはすごいインパクトはありますよね。外観もかなりきれ



 

 

 ―４８― 

いにされて、指定管理者がしっかりやられているなと思っております。  

 年度評価につきまして、意見出そろった形でよろしいですか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  ありがとうございました。  

 委員の皆様から意見をいただきましたが、いただいた意見を総合いたしますと、まず評

価の妥当性につきましては、市の作成された総合評価案は妥当であると判断したいと思い

ます。  

 制度継続の検討につきましても、制度導入の効果がおおむね達成できていることから、

指定管理者制度の継続が妥当であると判断したいと思います。  

 次期選定に向けての改善等につきましては、子どもまつり、七夕まつりなどの参加者が

大変増えていますので、大変評価ができます。その理由としては自治会の周知や、あとは

学校への広報活動などをされているということですので、ぜひ他のコミュニティセンター

にも情報共有をしていただきたいなと思います。  

 障害者雇用の確保につきましては、なかなかタイミングも難しい問題ではあるかと思い

ますが、こういった市の施設ですので、ぜひ積極的に取り組んでいっていただきたいと思

います。  

 三つ目といたしましては、収支状況がこちらも大変良好な黒字収支となっておりますの

で、市の財政への寄与という意味では指定管理料が適正であるかどうかというものは次期

の選定に向けては考えていただきたいと思います。  

 これらを本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  それでは、これまでの意見を踏まえまして、千葉市若葉区千城台コミュ

ニティセンターの指定管理者の行った施設の管理に係る総合評価についての本部会として

の意見をまとめていくということになりますが、詳細につきましては、私と事務局にて調

整するということでご承認いただきたいと思います。よろしいでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  ありがとうございました。  

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を、ぜひ指定管理者の選定

の際に十分に反映していただきたいと思います。  

 以上で議題１の「令和元年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価及び総合

評価について」の審議を終了します。  

 最後に、議題２の「その他」について、事務局から説明をお願いします。  

○小倉市民総務課長   それでは、今後の予定につきましてご説明させていただきます。 

本日、委員の皆様よりいただきましたご意見等につきましては、吉田部会長から選定

評価委員会の横山会長にご報告をいただき、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。  

 この委員会の答申を受けまして、市は、委員会のご意見を「指定管理者年度評価シー

ト」及び「総合評価シート」に記載をして、７月下旬までに、市ホームページに掲載し公

表するとともに、指定管理者へ通知いたします。  
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 同様に、部会の会議録及び委員会会長からの答申につきましても、同じく市のホームペ

ージにて公表することとなります。公表時期等、決まり次第、皆様にはご報告させていた

だきます。  

 また、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

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。  

 以上になります。  

○吉田部会長  最後に、全体を通して、委員の皆様からご質問、ご意見ございますか。 

（なし）  

○吉田部会長  では、皆様方のご協力によりまして、本日の議事はすべて終了いたしま

した。ありがとうございました。  

 では、事務局にお返しします。  

○小倉市民総務課長   長時間にわたりましてご審議いただきまして、ありがとうござい

ました。  

 以上をもちまして、令和２年度の千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回の市

民・文化部会を閉会させていただきます。  

 委員の皆様、本日は、お忙しい中ありがとうございました。  


