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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３回市民・文化部会 

 

１ 日時：令和２年７月３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 

小倉市民総務課長、大嶋主査、中里主事、 

坂本市民自治推進部参事、小高市民自治推進課長補佐、加藤主査、八木下主事、 

小名木文化振興課長、吉野文化振興課長補佐、榎本主査、川西主事、小畑主事、 

筒井若葉区地域振興課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について 

ア 千葉市民活動支援センター 

イ 千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげ 

（２）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 千葉市文化ホール等（千葉市若葉文化ホール、千葉市美浜文化ホール及び千葉市

若葉区千城台コミュニティセンター） 

（３）今後の予定について 

（４）その他 

 

５ 議事概要： 

（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について 

ア 千葉市民活動支援センター 

令和元年度の「指定管理者年度評価シート」について施設所管課から説明の後、

意見交換を経て、部会としての意見を取りまとめ、決定した。 

イ 千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげ 

令和元年度の「指定管理者年度評価シート」について施設所管課から説明の後、

意見交換を経て、部会としての意見を取りまとめ、決定した。 

（２）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 千葉市文化ホール等（千葉市若葉文化ホール、千葉市美浜文化ホール及び千葉市

若葉区千城台コミュニティセンター） 
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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。 

（３）今後の予定について 

今後のスケジュールについて、事務局から説明した。 

（４）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： 

○小倉市民総務課長  委員の皆様におかれましては、お忙しい中ご出席いただきまして、

誠にありがとうございます。 

 定刻となりましたので、ただいまより、令和２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委

員会第３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。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 本日の会議でございますが、千葉市情報公開条例第２５条に基づき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。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するようお願いいたします。 

 本日は、新型コロナウイルスの感染症対策として、十分な換気を行うため、定期的に窓

を開けての換気を行います。皆様におかれましては、出入口に消毒液を設置しております

ので、手指の消毒にご協力くださいますようお願いいたします。また、職員はマスクを着

用しておりますのでご了承いただきたいと思います。 

 続きまして、会議の成立についてご報告いたします。本日、全委員の皆様のご出席とな

っていますので、会議は成立しております。 

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。 

 机上に、「次第」、「席次表」、「会議資料一覧」、資料６「今後の予定について」、

「委員からの事前質問に対する回答様式」を机上に配付させていただきました。 

 会議資料につきましては、委員の皆様に事前に送付させていただきましたが、送付漏れ

や直前の差替え、また、送付が遅くなってしまいまして誠に申し訳ございませんでした。 

 「会議資料一覧」に記載のある資料等に不足等ございましたら、事務局までお知らせく

ださい。 

 続きまして、職員の紹介をさせていただきます。 

 千葉市民活動支援センターを所管いたします市民自治推進部参事の坂本でございます。 

○坂本市民自治推進部参事  坂本です。よろしくお願いいたします。 

○小倉市民総務課長  それでは、これより議事に入らせていただきます。議事の進行に

つきましては、吉田部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○吉田部会長  それでは、「次第」に従いまして議事を進行してまいります。皆様、ご

協力のほどよろしくお願いいたします。 

 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について」に入

らせていただきます。 

 それでは、「千葉市民活動支援センター」についての年度評価です。 



 

 

 ―３― 

 では、事務局から説明をお願いいたします。 

○坂本市民自治推進部参事  市民自治推進課長の坂本でございます。それでは、座って

説明させていただきます。 

 千葉市民活動支援センターの「指定管理者年度評価シート」につきましてご説明させて

いただきます。 

 お手元の資料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。 

 １ページをお開き願います。 

 まず、「１ 公の施設の基本情報」についてでございます。名称は「千葉市民活動支援

センター」でございます。本施設は、市民公益活動の拠点施設として、活動のための施設

の提供、情報収集及び提供、交流及び連携の促進、相談窓口としての役割を担っておりま

す。 

 指定管理者制度の導入によりまして、指定管理者が、民間の視点を生かした施設のより

効率的な活用と、利用者への柔軟な対応による施設利用者の増加と市民ボランティア活

動・市民公益活動への参加促進を図ること、また、東京オリンピック・パラリンピックの

開催に向けて、都市型ボランティアへの参加を促進し、開催後も継続的なボランティア活

動を促すことを効果として見込んでおります。 

 指定管理者の効果等を策定するための成果指標及び数値目標といたしましては、「①会

議室利用件数」は７６０団体、「②談話室利用件数」は７１０団体、「③登録団体数」は

７４０団体、「④施設利用者数」は１万８，８００人、「⑤ボランティア募集情報掲出

数」は４８０件、「⑥都市型ボランティア育成数」は３０人と設定しております。 

 これらの数値目標につきましては、指定期間最終年度におけるものでございまして、談

話室利用件数及びボランティア募集情報掲出数につきましては、指定管理者の提案により

市が設定している数値を上回ったものとなっております。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」についてでございますが、指定管理者は、まちづ

くり千葉・リベルタちば・まちづくり商会共同事業体となっております。指定期間は、平

成２９年４月１日から５年間となっており、令和元年度は、指定管理者としては３年度目

でございます。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 「３ 管理運営の成果・実績」における「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」

につきましては、会議室利用件数、施設利用者数及び都市型ボランティア育成数が目標を

下回っておりますが、その他は１００％を超える達成率でございました。これらは、指定

管理者の広報活動等の効果により、当施設の認知度が一定程度高まっているものと推察さ

れます。 

 また、「（２）その他利用状況を示す指標」として、指定管理者が独自に設定いたしま

した専門家による個別相談件数が４２件となっております。 

 なお、こちらに記載してございませんが、指定管理者の設定した目標は１００件でござ

いました。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 「４ 収支状況」についてでございます。 

 「（１）必須業務収支状況」の「ア 収入」につきましては、当施設は利用料金を徴収
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しておりませんので、指定管理料の１，９２０万円のみでございます。 

 また、「イ 支出」につきましては、合計で１，８２７万１千円となっております。な

お、費目ごとに提案時、計画時、実績と差異がありますが、主な要因は、表の右側の欄に

記載のとおりでございます。 

 続いて、４ページをご覧ください。 

 「（２）自主事業収支状況」でございます。収入は９３万２千円、支出は８８万３千円

でございました。 

 また、「（３）収支状況」につきましては、必須業務と自主事業を合わせた収支が９７

万８千円の黒字となっております。 

 ５ページをご覧ください。 

 「５ 管理運営状況の評価」の「（１）管理運営による成果・実績」につきましては、

２ページの「３ 管理運営の成果・実績」における成果指標の達成率により評価しており

ます。先ほどもご説明申し上げましたが、会議室の利用件数、施設利用者数及び都市型ボ

ランティア育成数以外は達成率１００％を超えており、おおむね指定管理者制度導入の効

果は、一定程度発揮できているものと考えております。 

 次に、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」につきましては、設定時の指定管理料

の提案額から削減率０．２％であったことから、「評価の内容」の基準に従い「Ｃ」の評

価としております。 

 次に、６ページをご覧ください。 

 「（３）管理運営の履行状況」につきましては、資料３－２「千葉市民活動支援センタ

ー令和元年度指定管理者年度評価シート補足資料」をご覧いただけますでしょうか。 

 資料３－２の１ページをご覧ください。Ａ３縦の表になっております。 

 こちらは、２回実施いたしましたモニタリングの各項目の結果をこちらのシートに転記

し、分野ごとに平均値を算出した後に、同じく補足資料の右側の「年度評価」欄にござい

ます、市の「評価の目安」に基づき、「Ａ」から「Ｅ」の５段階で市による評価を行って

おります。 

 それでは、こちらの「補足資料」につきましては、主に加点・減点をした項目を中心に

ご説明させていただきます。 

 １ページの「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」の「３ 施設の適正な管

理」、「（１）関係法令等の遵守」、「ア 個人情報保護」欄のモニタリング２回目の確

認結果がマイナス２点となっております。こちらは、今年１月に発生した個人情報が含ま

れた廃棄物の排出事案を鑑みた評価でございます。こちらについては、後日提出されまし

た「業務改善報告書」において再発防止に努めていることを確認してございます。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 中段の「３ 施設の効用の発揮」、「（１）幅広い施設利用の確保」につきましては、

条例に規定する時間に加え開館時間を延長していること及びソーシャルネットワークサー

ビスの活用等により施設のＰＲがなされていることからプラス評価としております。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 「（３）施設における事業の実施」の上から４項目「エ 情報誌の発行」につきまして

は、本事業のＰＲをするため積極的に広報誌の配架場所を増やすよう努めていたことを評
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価しまして、確認結果を２回とも「◎」とし、プラス２点の評価をしております。 

 補足資料の説明につきましては以上でございます。 

 それでは、資料３－１「年度評価シート」の６ページにお戻りいただけますでしょうか。

６ページの「（３）管理運営の履行状況」の説明に戻ります。 

 市の評価といたしましては、中段の記載の「３ 施設の効用の発揮」の「（１）幅広い

施設利用の確保」を「Ｂ」とし、そのほかは「Ｃ」と評価しております。 

 同じく６ページの下段、「（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。 

 平成３０年度、３点ご意見をいただいておりました。 

 １点目は、アンケートの回答数の増加策についてでございます。対応・改善内容といた

しましては、インターネットからの回答及び新たに調査票にＱＲコードを表示し、スマー

トフォンからも回答しやすいように工夫いたしました。 

 ２点目、会議室及び談話室の利用についてでございます。対応・改善内容といたしまし

ては、直前や無断キャンセルに対する注意喚起の記事を情報誌に掲載し周知を図ったほか、

キャンセルした団体には「使用取消届」の提出を徹底させることでキャンセルに対する意

識の改善を図りました。また、「使用取消届」を受理した際には、予約が取りにくい状況

であることを説明し、直前のキャンセルを控えていただくようお願いしております。 

 ７ページをご覧ください。 

 ３点目、指定管理者の財務状況についてですが、日々改善に努めているところですが、

成果が出ていない状況でございます。そのため、事業の更なる合理化、効率化に努めてい

きます。また、財務報告につきましても適正な財務報告に努めていきます。 

 続きまして、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」についてでございます。 

 「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」は２回実施しております。詳しい説明は

割愛させていただきますが、おおむね高い満足度であると認識しております。また、自由

記述欄につきましては、幾つかご意見をいただいておりますので、できる限り今後も対応

していきたいと考えております。 

 それでは、１２ページをご覧いただけますでしょうか。 

 下段の「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」につきましては、

特にございませんでした。 

 続いて、１３ページをご覧ください。 

 「７ 総括」につきましては、「（１）指定管理者による自己評価」は「Ｂ」でござい

ます。 

 「（２）市による評価」ですが、指定管理者モニタリング・マニュアルの「総括評価の

目安」により評価いたしますと「Ｃ」となりますが、会議室利用件数、施設利用者数及び

都市型ボランティア育成数は数値目標を下回ったものの、都市型ボランティア育成数につ

きましては、３月に予定していました実習が新型コロナウイルス感染症拡大を考慮して中

止としたため、その影響がなければ数値目標を達成していたものと推測されます。 

 また、計画にはございませんでしたが、「登録団体情報及び活動実態に関するアンケー

ト」を指定管理者独自に実施し、団体の最新情報や関心事の把握に努め、団体のニーズに

合わせた施設運営を行おうとする姿勢は評価できるものと考えております。 
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 加えて、談話室の利用件数、登録団体数、ボランティア募集情報掲出数は数値目標を上

回っていることから、「市が指定管理者に求める水準等を上回る、優れた管理運営が行わ

れていた」と総合的に判断し、「Ｂ」といたしました。 

 最後に、皆様の机上にＡ４横の表を置かせていただいております、事前にいただきまし

たご質問についてご説明させていただきます。 

 まず、１点目、アンケートの結果がホームページに反映されたかというご質問ですが、

今回のホームページのリニューアルに関しましては、利用者の目線に立ち、より見やすく、

情報を探しやすくすることを目的として実施したものでございます。 

 「ホームページにボランティア情報が少ない」というご意見につきましては、本市では、

ボランティア情報を「ちばぼら」というサイトに集約しているため、今後は、こちらに掲

載されておりますことを改めて周知してまいります。 

 次に、２点目の個人情報の廃棄の適正化についてですが、個人情報保護教育の実施、廃

棄物処理の適正化、廃棄物の散乱防止の三つを実施し、再発防止に努めております。 

 具体的には、個人情報保護に関する外部研修の受講や指定管理者による職員への意識啓

発を行うほか、「廃棄物処理マニュアル」を作成し、徹底させております。また、個人情

報が含まれるものは、ほかのごみとは区別し、シュレッダーで適切に処理しております。

廃棄物の散乱防止につきましては、以前は個別に回収を実施しておりましたが、ビルの地

下にあります集積場所に排出場所を変更いたしまして、ビル管理会社が一括で契約してい

る業者に回収してもらうことといたしました。 

 次に、３点目のオンライン講座の取組みにつきましては、今後、積極的に開催していく

方針でございます。具体的には、今年度の７月から９月に開催する四つの講座について、

オンラインで行うことを予定しております。また、９月以降につきましても、講座受講者

のニーズに合わせ、オンラインでの開催を検討していきます。 

 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、事務局から一通り説明をいただきまして、「千葉市民活動支援センター」の

年度評価につきまして評価案が示されました。 

 まず、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。ご質問も含めまして、何かございましたらお願いいたします。

いかがでしょうか。 

 では、朝香委員、お願いいたします。 

○朝香委員  本当によくやっていらっしゃると思います。それで、いろいろなことを踏

まえて、千葉市の市民のために本当に細かい配慮をしていらして、とてもすばらしいなと

思いました。 

 教えていただきたいのですが、ボランティアという言葉がありますね。ボランティアの

仕事というのは、主にどのようなお仕事になるわけですか。 

○坂本市民自治推進部参事  ボランティア全体についてでしょうか。 

○朝香委員  はい、そうです。例えば何か催物とかそういうときがあったときのお手伝

いとかそういうことでしょうか。それか、何か事業を行うために、一緒に考えて先へ進ん
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でいくということなのでしょうか。 

○坂本市民自治推進部参事  ボランティアに関しましては、「ちばぼら」という情報サ

イトがございまして、ボランティアをしたい方という情報も募集情報も入れてございます

し、また、ボランティア団体に参加したい、あるいはボランティア団体を探しているとい

う情報サイトもございまして、様々な情報を載せております。 

○朝香委員  そのボランティアの方を。 

○坂本市民自治推進部参事  はい。多岐にわたって、いろいろなボランティアがござい

ますが、何が一番多いかというのは、今持ち合わせていないのですが。 

○朝香委員  当たり前のことですが、何か支援をするということですよね。 

○坂本市民自治推進部参事  はい。 

○朝香委員  当然ながらボランティアというのは、全くの無料でなさっていらっしゃる

わけですか。 

○坂本市民自治推進部参事  そうですね。基本的にはボランティアはお金を取っていな

いとは思うのですが、中には参加費用とか、あるいは材料費とかはいただいているケース

もございます。 

○朝香委員  実費ということですね。 

○坂本市民自治推進部参事  はい。 

○朝香委員  では、労力に関しては全くの無料ということですね。 

○坂本市民自治推進部参事  はい。基本はないと思います。 

○朝香委員  ありがとうございました。 

○吉田部会長  よろしいですか。ほかにご意見、ご質問ある方、いらっしゃいますでし

ょうか。 

○稲垣委員  よくやっていると思います。慣れていないことだからみんな手探りですよ

ね。ボランティア全体が手探りである中、結構前向きに、気を効かせてやっているかなと

いう感じですね。 

○吉田部会長  では、私から質問なのですが、指定管理者の方で指標を示した専門家に

よる個別相談件数が、目標は１００件であったのが、その半分程度であった。今回の事業

の収支について、黒字で少し安心する面はあるのですが、その他事業費で、専門家相談の

実施回数の減によって、５０万円程度削減されたというところで、この目標を達成してい

たとしたら、また黒字化が難しくなってしまうのかなという認識でよろしいのでしょうか。 

○坂本市民自治推進部参事  専門家相談におきましては、計画していた件数よりも実績

が下回ったことによって、専門家の方にお支払いする報償費が５０万円下がってしまった

というところでございます。 

○吉田部会長  そうですよね。では、目標を達成すると、こちらの施設のよくあるパタ

ーンで、一生懸命やればやるほどお金がかかってしまって、黒字化が厳しくなって、指定

管理者制度がそもそも適切なのかどうかという議論にもなりますよね。今回は、逆に専門

家相談が目標を達成できなかったことによる黒字化なのですが、ただ黒字で良かったねと

安心をしてはいけないのかなと思っています。 

 利用料金収入がない施設ですので、一生懸命やればやるほど赤字になってしまうのが、

バランスが難しいのかなと認識をしております。本当に一生懸命やられているし、オンラ
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インにもとても親和性が高い施設ですね。今までですと会議室が狭いなどのご意見があっ

た中で、オンラインに移行されていくと、そういったキャパシティの問題が発生せず、ス

ムーズにやられていますし、ちょうどホームページの改定も１月で先行していたところも

良かったのかなと感じています。 

○日野委員  ２つありまして、資料３－５「事業報告書」の５１ページ、事前質問でも

出ていますが、個人情報の扱い方について、すべての個人情報が付されている書類等を回

収済みということでしょうか。 

○坂本市民自治推進部参事  はい。回収済みでございます。 

○日野委員  分かりました。 

 もし仮にそれ以外で漏れていたときには、その対応も変わってきたのかなと思いました

し、マニュアルの作成や、研修も含めて、しっかりとした個人情報の取扱い方の周知を引

き続きお願いしたいと思います。 

 また、この文章を読んでいくと、ごみ袋を置いた場所からどこかへ移動させられてしま

っているという、少し不可解なこともあるので、細かな原因究明までは必要ないかもしれ

ませんが、今後、注意していただきたいですね。 

 もう１点は、資料３－１「指定管理者年度評価シート」６ページ目の、平成３０年度の

評価委員会の意見でも出ていましたが、突然、利用者の方がキャンセルをする、いわゆる

ドタキャンですね。その対応策を講じられたいというところです。実際、指定管理者の方

も努力されているのですが、まだなかなか件数が減らないということを指摘されていまし

て、ペナルティはかけられないけれども、例えば図書館における図書返却の延滞の場合の

ように、１週間、２週間は使用できないような形にするとか、何らかの方策を考えないと、

他の利用者の方々の利用機会を阻害させるおそれが生じてしまうので、何らかのペナルテ

ィとまではいかないとしても、実効性のある対応策は必要と考えました。 

 その点、いきなり予約キャンセルされてしまって、もともと利用したい方ができないと

いう状況に対して何かお考えありますか。 

○坂本市民自治推進部参事  今までは、電話で受けていたところを、今回、使用取消届

を書くように改善しております。そうすると今度は統計が取れますので、取消しが多い団

体を把握できるようになりました。予約が取りにくいと言われてございますので、先ほど

おっしゃったように、取消しが多過ぎる方には、もう少し指導なり何かのペナルティとい

うのは検討していくことは可能だと思います。 

○日野委員  そこは何か明確な基準が必要ですよね。 

○坂本市民自治推進部参事  はい、そうですね。 

○日野委員  その上でやっていただくということですね。 

○坂本市民自治推進部参事  データができますので。 

○朝香委員  データにするというのはとても大事なことですね。本当にドタキャンせざ

るを得ないこともありますから、どのような事情でというところをきちんと書いていただ

くとよろしいですね。回数が多いと困りますからね。 

○坂本市民自治推進部参事  はい。 

○稲垣委員  思いつきですが、競合したときに優先順位を減点式のようにランク付ける

とか、できそうですね。ただ、先に来て、１つの団体に決まった場合は、優先順位を付け



 

 

 ―９― 

ようがないですけれども。 

○日野委員  そうですよね。基本的に先着順ですよね。 

○坂本市民自治推進部参事  はい。 

○吉田部会長  ほかの施設であれば、大きな金額ではないにしても料金が発生しますが、

ここは、利用料がかからない会議室ですので人気も高いのではないかなと思いますね。 

○日野委員  早い者勝ちになってしまって、早く決まった方が辞退されてしまうと、次

の２番手の方が大変残念な形になりますので、事前説明の上で、予約の仕方も考える必要

がありますよね。 

○八木委員  「成果指標」に「⑥都市型ボランティア育成数」というのがありまして、

その１つ上の「制度導入により見込まれる効果」に東京オリンピック・パラリンピックの

開催に向けて都市型ボランティアの参加促進を行うと書かれているのですが、こちらは、

短期的に養成されるということなのか、それとも長期的に育成されたいのか、考えとして

はどちらでしょうか。 

○坂本市民自治推進部参事  オリンピック・パラリンピックは、本来でしたら今年開催

予定で、指定期間の５年間のうち、４年目に当たる年でしたので、そこに向けても、もち

ろん人数を増やしていこうかと思っていたのですが、開催が来年になりましたので、最終

年度を迎えましたし、目標の１００人を達成していただけるよう、努力してもらおうと思

っています。 

 ただ、それはオリンピック・パラリンピックだけではなくて、千葉にいらっしゃった外

国の方や観光客の方に対して、オリンピック・パラリンピックが終わった後も活動できる

ように、今、実習なり研修なりを行っておりますので、できたらオリンピック・パラリン

ピック後も引き続きボランティアをやっていただくようお願いしてございます。 

○八木委員  このボランティア育成数というのは、ボランティアを、リーダーシップを

とってやっていただくような中心となるような方のことなのか、それとも参加をする人員

としての方のことなのでしょうか。 

○坂本市民自治推進部参事  リーダーというよりも、個人でもボランティアに参加でき

るような、そういった研修、実習等が行われております。 

○八木委員  登録者数みたいなイメージでよろしいのですね。 

○坂本市民自治推進部参事  そうですね。 

○八木委員  では、今年は、本当は一番実績が欲しいところでしたが、残念ながら伸び

悩んだという感じですかね。 

○坂本市民自治推進部参事  伸び悩んでしまいました。 

○朝香委員  でも、ボランティアをなさりたいという方が増えるということは、人とし

て、とても嬉しいことですね。今の時代というのは、なかなかそうはいかないことが多い

ので、そういうお話を聞くのはとても良いことですね。 

○吉田部会長  ３月の実習が可能であれば、１００名を超えていたというご説明でよか

ったのですよね。 

○坂本市民自治推進部参事  今、あと１回受講すれば、修了者になれる方が４２人いら

っしゃいます。 

○吉田部会長  では６３件になっているはずだったのですね。 
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○坂本市民自治推進部参事  ええ。この方々全員が３月の講習会に参加してくれること

はなくとも、何人かでも参加してくれていればと思うのですが、コロナの関係で中止をし

てしまいましたので、２１人にとどまってしまったというところでございます。 

○吉田部会長  今、予備軍として４０名前後いらっしゃるので、目標の３０人というの

は、かなり実現性の高い数字であるということですね。 

○坂本市民自治推進部参事  はい。 

○八木委員  これは特に異論があって申し上げるわけではないのですが、市による評価

が「Ｂ」評価ですが、それぞれの評価を見ると「Ｂ」は一つだけで、その他は大体「Ｃ」

ですね。今議論しました都市型ボランティアの予定が３月に予定していたものができたと

想定すると、と理由が述べられていますが、ほかの案件だと、こういった想定は含まない

で評価をしているケースもありますし、この場合の想定の評価を考慮してよいのかどうか

という基準は、どういうふうにお考えでしょうか。 

○小倉市民総務課長  「評価の目安」につきましては、参考資料６に記載しております。

「７ 総括」というところに基準がございます。今回の千葉市民活動支援センターについ

ては、１項目「Ｄ」評価がございましたので、この基準に機械的にあてはめると「Ｃ」に

なってしまうのですが、これはあくまで目安であって総合的に判断して評価すると記載し

ていますので、施設所管課が総合的に判断して「Ｂ」にしたという結果でございます。 

○八木委員  分かりました。この「想定すると」というところの文言が少し気になった

だけなのですが、想定というのは、単にこうだったかもしれないということではなくて、

先ほどおっしゃったように、あと一歩で修了される方もいるというような、客観的にはっ

きり実態が見えるような想定があったと考えて良いということですね。 

 ついでに、参考にお聞きする形になるかもしれないのですが、ご指摘のアンケート、あ

るいはこちらの事前の質問でも、ホームページの件と情報発信の件でご質問があったと思

うのですが、アンケートの中で「ちばさぽ通信では、いろいろな知識が得ることができて

発行が楽しみ」とか、ちばさぽ通信というものを高く評価されている方のご意見があるの

ですが、ちばさぽ通信というのは紙媒体になるのでしょうか。 

○坂本市民自治推進部参事  紙です。（※） 

○八木委員  最近だと紙で編集しているものの途中の素材がＰＤＦとかにできたりする

場合もあるので、こんなに評価が良いのだったら、ネットで見たいよねということもあり

得るかなと思うので、ホームページのボランティア情報とは少し趣旨が違うかもしれない

ですが、掲載するコンテンツとしては良いものなのかなと感じました。 

○吉田部会長  今、八木委員からご意見も出ましたが、皆様「Ｂ」評価の妥当性はいか

がでしょうか。 

 私としては、個人情報の管理について、かなり大きな問題があったにもかかわらず、

「Ｂ」というのは、なかなかこの委員会でもつかない評価ですので、少し高いのではない

かなという感覚もなきにしもあらずというところです。実際にも、形式的な評価だと

「Ｂ」にはならないはずというご説明もありましたので、市の評価が「Ｂ」というのを部

会としてどのように評価するかということもしっかりお話しさせていただきたいと思いま

す。 

○日野委員  所管課としては、総合的な判断として、この３月に予定された実習を実施
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できなかったことを想定したとしても「Ｂ」になるということに、何か裏付けみたいなも

のはありますか。 

○坂本市民自治推進部参事  先ほど申し上げた４１人の中の最低でも５人が３月の講習

会に参加していただけると、指標の評価「Ｄ」が「Ｃ」に上がります。３月には３回実施

しようとしていましたので、やれば確実に５人は参加していただけるものと考えました。 

○日野委員  そこが１つの基準というか、「Ｂ」と「Ｃ」の分かれ目だったのですね。 

○坂本市民自治推進部参事  はい。 

○小高市民自治推進課長補佐  補足ですが、こちらの講座というのが、座学が１回、現

地の実習が２回、計３回で１セットの講座になっておりまして、その４１人というのは、

３分の２を終えている方で、最後の１回がコロナによって受講できなかったということで

したので、その点を踏まえると確率は非常に高かったのかなという判断でございます。 

○八木委員  都市型ボランティアの位置付けについて、オリンピックというイベントも

のであれば、少し届かなかったということでも、頑張っている度合いで評価されても良い

かと思うのですが、重要な位置付けということであれば、もう少し頑張ってほしいとか、

位置付けによって見え方が少し変わってくるのかなと思います。あるいは都市型ボランテ

ィアはイベントものだから、ほかのボランティアでこんなにも頑張っているのでプラスの

評価ができるとか、そういった文言が何かあれば、納得感があるかなと思います。 

 実際、都市型ボランティアよりも、それ以外の活動のほうがかなりウエートとしては大

きいですよね。「年度評価シート補足資料」を見ても、大半が「０」という中で、それで

「Ｂ」としてしまうのかというバランス感が、なかなかどうなのかなと思います。 

○吉田部会長  評価している施設の中でも、少し特異な存在ではあると思うのですね。

評価の足並みをそろえるのも難しい部分もある中ですが、「Ｂ」はなかなかつかないです

よね。皆さんとても熱心にやっていらっしゃるのは分かっているものの、例えば都市型ボ

ランティア以外の目標値をすべて達成しているというわけでも必ずしもない状況です。特

に利用者数は、達成率としては８５％とこの中では低いですよね。３年目の評価というと

ころで、今、「Ｂ」にしてしまうと、既に十分これで良いのだという感じがしてきてしま

いますので、個人情報管理という大きな問題もありましたし、またコロナの影響について

も、ほかの施設では考慮しない評価をするという形でさせていただいてきていますので、

今期の評価は機械的に「Ｃ」にしておいて、あと５人だったというのも、ではこの１年間、

それに対してどのように対応をして、達成できましたよという方が、クリアなのではない

かなというふうに感じるのですが、皆さん、いかがですか。 

 市の評価は「Ｂ」ですが、部会としては「Ｃ」にすべきではないかという方向でもよろ

しいですか。それとも市の評価を支持して、部会としても「Ｂマイナス」ですが「Ｂ」ぐ

らいの、そういった形で「Ｂ」のままでもよいのではないかと思います。形式的には、例

えば「Ｃ」になっても、説明はもちろんつく状況ですよね。 

○坂本市民自治推進部参事  はい。 

○八木委員  ほかの事案と比較するのもどうなのか分からないですが、同じような基準

で考えると、「年度評価シート補足資料」で、プラスが載っていて、平均があと数ポイン

ト、コンマ何ポイント足りませんでしたので、「Ｃ」にしましたとかという感じがある中

で、ここは、「０」が並んでいて、特筆ポイントがそんなに多くないので、やはり「Ｂ」
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というよりは「Ｃ」なのかなと数字上は見えますね。 

 そうでない質的なことがあるのであれば、それが特筆されないと、ほかの事案とのバラ

ンスで考えると「Ｃ」のほうが妥当かなと考えました。先ほどおっしゃいましたように、

個人情報の問題という点も考えると、相当、特筆的なことがないと、「Ｂ」はどうなのか

なという感じはしますね。 

○吉田部会長  稲垣委員は、長く携わっていらっしゃると思うのですが、「Ｂ」か

「Ｃ」かというところについてご意見はいかがですか。 

○稲垣委員  特に私からはないですが、皆さんの意見で良いかなと思っています。 

○日野委員  難しいですよね。この施設の特異性というところをどうしんしゃくするか

という問題でしょうし、先ほど八木委員がおっしゃっていたとおり、都市型ボランティア

の育成にどれだけ力を注ぐかというところもあると思うのですよね。特異性を考えれば

「Ｂ」であろうと思いますけれど、ただ、私個人としては、やはり個人情報のところが気

になるところで、こういった不祥事に近い事故が発生した以上は、そもそもこの管理運営

の履行状況を「Ｃ」とするよりも、一般的な感覚とすると「Ｄ」ぐらいでも致し方ないか

なと思っています。そういったことから、「Ｂ」はやや高いかなと思います。 

 その一方、他施設とのバランスというのは一旦置いておいて、この施設の運営状況等を

どう評価するかというところとしては、「Ｂ」でも良いかと思います。 

○吉田部会長  朝香委員はいかがですか。 

○朝香委員  私も今、市による評価を読んでいたのですが、皆さんのおっしゃるとおり

だと思いました。それで、私は「Ｂ」ということで、またこれからも、良い方向に進めて

いってもらいたいなと思います。こういう評価というのはとても大事なことだと思ってお

ります。 

○吉田部会長  そうしますと、考え方として、まず、評価自体を「Ｃ」にするか、もし

くは「Ｂ」評価を支持する上で、個人情報の問題についてしっかり対応されることと、あ

と都市型ボランティアのこのような状況においても目標が達成できるような施策を取って

いただくというような弁明を加えて、「Ｂ」評価を支持するという方法が考えられるのか

なと思いますが、いかがですかね。 

○八木委員  ただ、数字上はこのシートの評価が基準だと思いますので、「０」がずっ

と並んでいるというのは気になるのですが、逆に言うと特筆性というのは、数字に出ない

質的な評価ということですよね。ですから、質的な評価のキーワードが１個欲しいなと思

います。所管課で、何かどういう質的な流用性があるのかを一言いただければ納得できる

かなと思います。 

○吉田部会長  市による評価を「Ｂ」にするには、もう少ししっかりとした根拠が欲し

いといったところになりますかね。 

○八木委員  総合的な評価の中に含まれている市にとっての質的なキーワードですよね。

それが都市型ボランティアなのかというと、それほど人数的にも大きい関係がなかったの

で、それに代わるような何かがもっとあると良いと思いますが、いかがでしょうか。 

○坂本市民自治推進部参事  やはり都市型ボランティアは、オリンピック・パラリンピ

ックを機に、指定管理者の方から提案がございましたので、ぜひそれは努力してもらいた

いところなのですが、強いて言えば、今年は新たに、登録団体情報や活動実態に関する、
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モニタリングのほかにアンケートを実施しまして、結果の報告をいただいておりますが、

団体の最新情報や関心事の把握等、細かいところにこれから活動支援センターとしてどう

対応していくか、これは次年度になるのかもしれませんが、工夫をしようと考えていると

ころは、私どもとしては、少し頑張っていただいたかなと思っております。 

○吉田部会長  どちらかというとそちらがまず大きなプラスであったということですね。

最初に都市型ボランティアの話で始まってしまうので、やはりこの施設にとって何が大切

かという、八木委員がおっしゃっているようなところからいくと、書きぶりだと思うので

すよね。「また」を先に持ってくるような順番にはなると思うのです。段落を変えて市が

「Ｂ」という評価をするというのをしっかり明確にしていただいて、部会としては、

「Ｂ」の評価を支持はしますが、形式的に達成できていないところはやはり指摘をするこ

とになるかと思います。あと個人情報については、指摘をするというような形が、部会の

意見としては収まりがよろしいのかなと思っているのですが、いかがですかね。 

○日野委員  きめ細かく管理運営をやっていただいているというところは、私も感じて

いて、先ほどおっしゃったアンケートもそうなのですが、とても積極的に前向きにやって

いらっしゃるというところは評価すべきだと思いますね。 

○朝香委員  そうですね。 

○日野委員  そういった意味では、条件付きの「Ｂ」という形でも良いと思います。 

○吉田部会長  とても熱心ですよね。恐らくこの費用でも賄い切れない、皆様の運営自

体もボランティアのようなところも大きいのかなというのは感じておりますし、それでも

やりがいを持ってやっていただいている方たちにお願いできていることは、とても良いの

かなと思っております。 

 皆様のご意見、ご質問は、もう出尽くしたということでよろしいですかね。 

 では、「Ｂ」か「Ｃ」かと少し揺れましたが、市の作成された年度評価案は「Ｂ」で妥

当と部会の方からも判断させていただきたいと思います。 

 ただし、今、所見のところで、都市型ボランティアが冒頭に来ておりますので、そこで

はなく、「Ｂ」評価にされた理由というのは、２段目の「また」以降のところになってい

るようなので、所見については、書きぶりを見直していただいて、「Ｂ」評価をするとい

うことをしっかりとお伝えいただければ良いかと思います。 

 ただし、都市型ボランティアについての達成は、こういった状況ですので、実習もまだ

難しいのだとは思いますが、どのような形で行えるかということをご検討いただく点と、

あと、個人情報の廃棄の点は、大きな問題になりやすいですので、そこはしっかりとご注

意いただくということは、意見として付したいと思います。市民のために細かい配慮が行

き届いているなど、業務全般はとても精力的に取り組んでいただいていることは評価でき

るかと思います。 

 あと、キャンセルにつきましては、以前からもお話をしておりますが、直前のキャンセ

ルに対しては、対応策を取られているものの、更なる対応策をお願いして、数値目標には

会議室の利用も入っているかと思いますので、そちらが達成し得るような手段も構築して

いただければと思います。 

 アンケートに高評価がありました、ちばさぽ通信につきまして、もしまだ紙面のみの配

布の場合であれば、ホームページなどでのＰＤＦでの配布、そういったものをされていく
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とよろしいのではないかと提案をさせていただきたいと思います。 

 これらを踏まえまして、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  ありがとうございました。 

 では、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ます。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 退室］ 

○吉田部会長  それでは、公認会計士である私の方から、指定管理者の財務状況に関し

て、計算書類を基に意見させていただきたいと思います。 

（※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、皆様の意見を総合いたしますと、繰り返しになりますが、資料３

－１に記載されています昨年度のとおりに、倒産、撤退のリスクがないとはとても言える

状況ではないので、その点については、このような回りくどいような言い方にはなります

が、直ちに事業継続が困難になるとは考えてはいなく、また、倒産、撤退のリスクも差し

迫ってはいるとは言えないものの、財務状況の改善が見られないため、引き続き注視が必

要であるとさせていただければと思います。 

 今回も７万円に限らず、その他少し実態が見えづらい決算になっておりますので、適正

な財務報告という点も重ねて部会の意見としては加えさせていただきたいと思います。 

 これを本部会の意見とさせていただくことに、ご異論ございませんでしょうか。 

（異議なし） 

○吉田部会長  ありがとうございました。 

 それでは、これからの会議について、公開としたいと思います。 

［傍聴人 入室］ 

○吉田部会長  それでは、これまでの意見を踏まえまして、千葉市民活動支援センター

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した。 

 それでは、ここで５分間の休憩を取りたいと思います。 

 ３時に再開させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（休憩） 

○吉田部会長  では、皆様、お時間になりましたので、再開したいと思います。 

○小倉市民総務課長  ここで事務局職員の入替えを行いましたので、紹介させていただ

きます。 

 「千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげ」、「千葉市文化ホール」を所管しま
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す、文化振興課長の小名木でございます。 

○小名木文化振興課長  文化振興課長の小名木でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○小倉市民総務課長  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  それでは、次に、「千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげ」の

年度評価に移ります。 

 ここで、朝香委員さんにおかれましては、当該施設の指定管理者である公益財団法人千

葉市教育振興財団の理事でいらっしゃることから、千葉市指定管理者選定評価委員会運営

要綱第２条に基づきまして、議題１のうち、「千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・い

なげ」の審議及び議決を回避したい旨、お申出がありました。 

 つきましては、お申出のとおり承認して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。 

 では、ここからは全委員５名のうち４名での審議及び議決となりますが、半数以上の参

加は確保しておりますので、会議は引き続き成立しております。 

 それでは、事務局から説明をお願いします。 

○小名木文化振興課長  改めまして、文化振興課長の小名木でございます。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。 

 これからご説明させていただきます「千葉市美術館」及び「千葉市民ギャラリー・いな

げ」につきまして、一部資料の漏れがございましたので簡単にご説明させていただきます。 

 資料４－１「令和元年度指定管理者年度評価シート」の４ページ目、間接費の配布基

準・算定根拠につきまして、「別紙のとおり」とさせていただいておりますが、「年度評

価シート」の後に追加させていただいております。 

 次に、資料４－２「令和元年度指定管理者年度評価シート補足資料」、こちらにつきま

しては、美術館分が、申し訳ございませんが漏れておりましたので、追加させていただい

ております。 

 それでは、「千葉市美術館」及び「千葉市民ギャラリー・いなげ」についてご説明をさ

せていただきます。 

 恐れ入りますが、改めまして資料４－１「令和元年度指定管理者年度評価シート」をご

覧いただきたいと存じます。 

 「千葉市美術館」及び「千葉市民ギャラリー・いなげ」につきましては、昨年度選定を

行っていただきまして、令和２年４月より新たな指定期間として運営を行っておりますが、

令和元年度評価となりますことから、平成２８年度からの指定に基づき設定した内容を記

載させていただいております。 

 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」でございますが、 

こちらは、昨年度と同様のものとなっておりますため、詳細は割愛させていただきたいと

存じますが、施設ごとに、目指すべき方向等を示したビジョンや施設の役割等を示したミ

ッションを明確にいたしますとともに、施設利用者数や使用件数等を成果指標として設定

し、その数値目標も併せて示させていただいておりますので、改めてご確認いただければ

と存じます。 
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 なお、指定管理者につきましては、「公益財団法人千葉市教育振興財団」となっており

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年間と選定当

初の情報を記載させていただいてございます。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。 

「３ 管理運営の成果・実績」でございますが、「（１）成果指標に係る数値目標の

達成状況」につきましては、成果指標に関する数値目標の達成状況を記載した項目となっ

ております。 

 まず、「ア 千葉市美術館」でございますが、展覧会入場者数の達成率は９７．６％と

昨年度と比べまして約２１％の増となっております。昨年度の入場者数が例年に比べ増加

した要因といたしましては、現代美術では、２０代を中心とした利用者間でのＳＮＳ拡散

により注目を集めたことや人気の浮世絵、知名度のある芸術家をテーマにした展覧会など、

個々の展覧会の内容について評価されたことによるものと分析しております。 

 なお、施設稼働率につきましては、達成率が１０１．８％となっておりまして、こちら

昨年度に比べまして約７％増加しております。この要因といたしましては、９階にござい

ます市民ギャラリーにおきまして、リニューアル工事に伴い、前倒し利用としての需要が

伸びたことによるものと分析しております。 

 次に、「イ 千葉市民ギャラリー・いなげ」でございますが、ギャラリー・いなげの利

用者数の達成率は７２．１％と約１０％減となっております。この要因といたしましては、

ギャラリー・いなげの利用者数の減少といたしまして、施設利用者の高齢化に伴い、展覧

会等の開催利用団体が減少したことのほか、新型コロナウイルスに伴う施設利用が減少し

たものと分析してございます。 

 次に、旧神谷伝兵衛稲毛別荘の利用者数の達成率でございますが、こちらは４６．１％

となっております。こちらは、当初２月からの開館を予定しておりまして、１月当たり１

千人を見込んでおりましたが、別荘内の家具の設置作業や受付業務の準備に伴い、３月１

日からの開館としましたことから、予定より１月遅れでの再開館となりましたため、半減

しているところでございます。 

 なお、施設稼働率につきましては、達成率が９０．０％となっておりまして、昨年度に

比べ約６％減少してございますが、利用者数と同様、施設利用者の高齢化、新型コロナウ

イルスの影響によるものと分析しております。 

 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、これは、選定時に

指定管理者側から新たに出された指標となりまして、記載のとおりでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 「４ 収支状況」でございますが、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でございますが、「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。 

 まず、「ア 収入」でございますが、各費目の上段にございます実績と計画との比較で

は、合計で約２，５００万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、

利用料金収入においては、展覧会入館者数が見込みを上回った一方で、割引による利用が

多かったことなどによりまして、約１，９００万円の収入減となりましたほか、その他収

入におきましても、ミュージアムショップの売上見込を下回ったこと等によりまして、約
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５００万円の減収となったことによるものでございます。 

 また、計画と提案との比較で申し上げますと、合計で約２，４００万円のマイナスとな

っております。これは、リニューアルオープンに向けた工事に伴いまして、選定時に見込

んでおりました展示室の壁面塗装やカーペット張替などの館内整備を中止したことにより

支出額が減少した結果、指定管理料を減額することになったことによるものでございます。 

 続きまして、「イ 支出」でございますが、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。 

 各費目の上段にある実績と計画との比較でございますが、合計で約２，９００万円のマ

イナスとなっております。この主な要因としましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴

いまして出張を控えたことや展覧会における企画内容が一部変更になったことに伴い、展

覧会の消耗品費や負担金、その他事業費が減少したことなどによりマイナスとなったもの

でございます。 

 また、計画と提案との比較で申し上げますと、合計で約２，２００万円のマイナスとな

っております。こちらの要因といたしましては、上から二つ目の事務費の欄でございます

が、選定時に見込んでおりました建物に係る光熱水費を、過年度実績をベースに精査した

ことにより減額となったものでございます。 

 次に、上から四つ目の委託費の欄でございますが、先ほどの収入と同様、選定時に見込

んでおりました展示室の壁面塗装やカーペット張替などの館内整備を中止したことなどに

より減額となったものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 「（２）自主事業収支状況」でございますが、「ア 収入」は昨年度と比べて約１２万

円の増となっております。一方、「イ 支出」につきましては、約８０万円の増となって

おりますが、こちらは、主にリニューアルに向けてオリジナルグッズを製作したことによ

り、仕入経費が増加したことによるものでございます。 

 続きまして、「（３）収支状況」ですが、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。必須業務では約４００万円のプラスであり、

収支全体としましても約３００万円のプラスとなっております。 

 利益の還元につきましては、収支は黒字となっておりますが、年度協定書に定める基準

額である総収入の１０％を超えていないため、利益の還元は生じておりません。 

 ５ページをお願いいたします。 

 「５ 管理運営状況の評価」でございますが、「（１）管理運営による成果・実績」の

市の評価につきましては、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す

各施設の成果指標ごとの達成率を踏まえまして、点線の囲みの中にございます「評価の内

容」の判断基準に基づき判断をしております。 

 その結果、「ア 千葉市美術館」では、展覧会入場者数、施設稼働率は「Ｃ」評価とな

ります。また、「イ 市民ギャラリー・いなげ」につきましては、市民ギャラリー・いな

げの利用者数が「Ｄ」評価、旧神谷伝兵衛稲毛別荘の利用者数が「Ｃ」評価、施設稼働率

が「Ｃ」評価となっております。 

 なお、旧神谷伝兵衛稲毛別荘の利用者数の評価につきましては、本来、判断基準に基づ
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きますと「Ｅ」評価となりますが、先ほど申し上げましたとおり、再開館時期が後ろ倒し

となったことから、「Ｅ」評価から「Ｃ」評価へと見直しを行っております。 

 次に、「（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、３ページ

「４ 収支状況」の「（１）必須業務収支状況」の「ア 収入」のうち、指定管理料につ

きましては、実績と提案との差異で評価することとなりまして、算定上は約１５％の削減

となりますことから、「Ａ」評価となるものですが、その主な要因としましては、リニュ

ーアル工事に伴っての内容となりますので、評価に当たっては同額とみなしまして、

「Ｃ」評価としたものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 「（３）管理運営の履行状況」の市の評価につきましても、下欄の「評価の内容」に基

づき判断しておりますが、評価の過程を明確にするため、資料に基づいてご説明させてい

ただきます。 

 資料４－２「千葉市美術館、千葉市民ギャラリー・いなげ令和元年度指定管理者年度評

価シート補足資料」をご覧いただきたいと存じます。 

 こちらの資料を簡単にご説明させていただきますと、年２回ほど指定管理者へモニタリ

ングを実施しておりますが、そのモニタリング結果を評価に落とし込む上で作成している

資料となります。モニタリングレポートそのものにつきましては、資料４－３にモニタリ

ングレポートとして用意させていただいてございますので、併せてご確認いただければと

存じます。 

 美術館でございますが、モニタリング結果は総じて「○」となりましたため、縦軸にあ

ります各評価項目の評価は、すべて「Ｃ」評価となります。 

 また、千葉市民ギャラリー・いなげの補足資料でございますが、こちらも同じようにモ

ニタリング結果を落とし込んでまいりますと、すべて「Ｃ」評価となるものでございます。 

 恐れ入りますが、資料４－１の６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」の市の評価欄は、補足資料にありました結果をそのまま

反映いたしまして、すべての項目において、評価は「Ｃ」としております。 

 なお、評価項目「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」につきましては、指定

管理者の自己評価としましては、台風被害による臨時休館、拡張工事による緊急対応や施

設管理及び「目」展が好評であったことを受けた来館者増による緊急対応などから、

「Ｂ」評価としておりますが、本市としても評価はできるものの、おおむね提案どおりの

内容であり、総合的に判断した結果、「Ｃ」評価としているものでございます。 

 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

ますが、昨年度ご意見をいただきました４点につきまして記載してございます。 

 １点目の美術館の市民利用状況についての部分につきましては、全体の状況をより正確

に把握できるよう回答者数増加に努めまして、受付にタブレット端末を設置し回答しやす

い環境を整えたところでございます。 

 ２点目の美術館の展覧会ごとの目標と実績の差の検証につきましては、経年で３０代以

下の利用が少ないことが示されたことから、展覧会のテーマとその主たる入場者層を想定

しまして、的確な情報発信に努めたところでございます。 

 ３点目の「友の会」会員数の減少理由の分析につきましては、制度上継続利用する利用
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者が少ないことから、これまでの制度の見直しを検討しまして、リニューアルオープンに

合わせ新制度に移行予定としております。 

 ４点目の市民ギャラリー・いなげの美術に親しむ活動を始めるきっかけづくりとなるよ

うな新しい取組みなど、市民利用を増やす方策の検討につきましては、近隣の稲毛公民館

と連携しまして、「いなげ八景」をテーマとして水彩画教室を新たに開催するなどの取組

みを行っておりまして、委員会でのご意見を受け止め、指定管理者側で適切に対応してい

るものと認識しているところでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」でございますが、「（１）指定管理者が行った

アンケート調査」につきましては、記載のとおりとなってございます。おおむね好評にな

っているものと受け止めております。 

 次に、「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」についてでござい

ますが、「ア 千葉市美術館」につきましては、地下駐車場から目的地までが分かりづら

いとのご意見をいただきましたので、利用者が駐車場から目的階までスムーズに誘導でき

るよう案内表記を設置し改善いたしました。また、バスの時刻表などの情報をチラシに入

れてほしいとの要望に対しましては、８月に開催いたしました「魯山人」展から実施をし

ております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 続きまして、「イ 千葉市民ギャラリー・いなげ」でございますが、講師の講評が聞き

づらいとのご意見をいただきましたので、大人数の場合など、状況によりましてマイクを

使用するよう改善いたしました。また、作品搬入や足の悪い方もおり、エレベーターなど

のバリアフリー化をしてほしいとの要望につきましては、すぐの改善が難しいため、職員

出入口を利用していただくよう工夫いたしたところでございます。 

 最後に、「７ 総括」でございますが、「（１）指定管理者による自己評価」につきま

しては、美術館では、台風や大雨の影響を受けながらも、企画展４本のうち３本が数値目

標を達成したこと、ギャラリー・いなげでは、講習会等が好評であった点などから管理運

営の基準等による水準以上の管理運営ができたものとして「Ｂ」評価としております。 

 次に、「（２）市による評価」につきましては、参考資料６にございます「総括評価の

目安」に基づき判断しております。具体的には、「年度評価シート」５ページの「５ 管

理運営状況の評価」の（１）から（３）までの各評価項目の市の評価結果におきましては、

全１３項目のうち、「Ｃ」評価が１２項目、残り１項目が「Ｄ」評価となりましたことか

ら、「評価の目安」における「Ｃ」に該当するものとしたところでございます。 

 また、最後になりますが、吉田委員様から事前質問をいただきましたので、ご説明させ

ていただきます。机上に配布させていただいた事前質問書をご覧いただきたいと存じます。 

 まず、千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげの一つ目でございますが、千葉市

美術館の「目」展について、５５日間で２７，１８７人の入場者数という、これまで千葉

市美術館を訪れたことがなかった方たちにもリーチできたように感じている。ここでの経

験は、リニューアルオープン後にはどのように生かされていく方針かというご質問につき

ましては、「目」展では、現代美術における新しい表現、評価や価値基準がまだ定まって

いない作品を紹介し、鑑賞者が自ら作品や展覧会の意味を考え対話するという能動的な鑑
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賞体験の可能性を提示することで、新たな客層を得ることができたと考えております。リ

ニューアルオープン後におきましても、「子どもアトリエ（つくりかけラボ）」や「ワー

クショップルーム（みんなでつくるスタジオ）」など、若手のアーティストやクリエイタ

ーによる表現を通しまして創造的な体験ができ、参加者にも自ら考えてもらうようなプロ

ジェクトを開始することで、若年層や親子連れなど幅広い年齢層を呼び込むことを目指し

たいと考えております。 

 次に、二つ目の決算報告書に関するご質問ですが、平成３０年４月に非公募にて公民館

の指定管理者となられて以来、当期経常増減額が大きく利益計上されているように見受け

られます。他の事業に比べまして、公民館事業がこのような収益構造となっている要因は

あるか、また、来期以降も同様の見込みでしょうかというご質問につきましては、利益が

出た主な要因につきましては、公民館の人件費が指定管理者提案書に計上した金額よりも

少なかったこと、公民館の指定管理者となったことで、生涯学習センターが負担する一般

管理費（役員、事務局職員人件費等）が生涯学習センターの指定管理者提案書に計上した

金額よりも減少したこと、パソコンなどのリース取引に当たり、リース会計基準に基づき

リース料総額（５年分）を課税仕入れに一括計上したため、支払消費税が減少したと指定

管理者より伺っております。 

 今後の見込みにつきまして、生涯学習センターの指定期間が本年度で終了するため、次

期指定管理者提案書に計上する一般管理費は、平成３０年度以降の実績に基づいた金額と

することを予定しておりますことから、一般管理費による利益の増加要因はなくなるもの

と思われます。 

 なお、当該事業で出ました利益は、事業拡大等により解消する必要がありますため、生

涯学習センター及び公民館の講座・イベント事業の拡大や修繕等による環境整備、公民館

図書室の資料の充実などによりまして、利用者及び市民に還元することで解消することを

現在検討しているところでございます。 

 「千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげに係る令和元年度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。よろしくお願いいたします。 

○吉田部会長  ただいま事務局から一通り説明をいただきまして、「美術館及び市民ギ

ャラリー・いなげ」の年度評価につきまして評価案が示されました。 

 まず、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。 

 千葉市美術館、間もなく再オープンですよね。 

○小名木文化振興課長  はい。来週の１１日土曜日に。 

○吉田部会長  コロナの期間、ちょうど休館に当たったというのは、ある意味、幸いし

ていましたね。 

○小名木文化振興課長  そうですね。 

○吉田部会長  千葉市美術館がオープンしていたのは、４月から１２月まで。１月から

３月が評価期間の休館で、引き続き７月、今週のオープンまでは休館しているということ

ですね。 

○小名木文化振興課長  はい。おっしゃるとおりです。 
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○吉田部会長  １２月までということですので、コロナの影響が市民ギャラリー・いな

げはあるものの、美術館にはないということをご認識いただければと思います。 

 資料４－５の３、４ページで、企画展の実績が細かく出ている中で、やはり「目」展は、

有料の方がとても多く入場されて、入場収入が大きく伸びた半面、ほかはやはり無料だか

らいらっしゃるという方が多いのかなというふうに見えますね。この無料というのは、ど

ういったカテゴリーなのでしょうか。友の会会員とかで一定の金額を払っているから無料

なのか、それとも、それ以外のルートが多いとか、利用料収入につながっているのかとい

うのは分かりますか。 

○小名木文化振興課長  企画展と同時開催の場合の所蔵作品展につきましては、企画展

をご覧になった方は無料で扱っておりましたので、そこも大きいですね。 

○吉田部会長  そういうことなのですね。 

○小名木文化振興課長  資料４－５「事業報告書」３ページが企画展でございまして、

５ページから始まるのが所蔵作品展ということで、観覧料が安いこともあるのですが、企

画展と同時にご覧になった場合は、所蔵作品展の方が無料扱いになります。 

○吉田部会長  企画展の方で有料とカウントされている方が、所蔵作品展で無料とカウ

ントされているので、所蔵作品展で無料が多くなるということですね。 

○小名木文化振興課長  はい。 

○八木委員  資料４－５の収支計算書総括表を拝見しますと、管理運営業務なのですが、

企画提案業務は、両施設ともマイナスで、自主事業が費用以外はマイナスという形になっ

ています。これについての改善策や原因について、ありましたらお聞かせください。 

○吉野文化振興課長補佐  管理運営経費が黒になっていて、企画運営業務が赤というこ

となのですが、人件費の按分の仕方が影響していると見ております。人件費を除いた事業

費ベースで全体の施設に係る人件費を事業費ごとに按分していくという形になりますので、

相対的に管理運営経費に比べて、事業費が少ないということからすると、出てくる結果の

人件費の割合も少なくなるということと思っています。 

 事業費と人件費の按分した結果に対して、その見合いの収入があまり入っていないとい

うのがどうしても出てきてしまうというような、会計上の構造になってしまっているので、

結果、管理運営経費がすごく黒に見えて、企画提案事業のほうが赤という見え方になって

しまっているというところでございます。 

 ただ、企画提案業務に係る人件費につきましても、実際は当然施設管理の方の業務を一

緒に担っているということになりますので、必ずしもそういう按分の仕方が間違っている

かというとそういうわけでもなく、あくまでも会計上のルールに則った結果でしかないと

いうことでご認識いただけますと、幸いでございます。以上でございます。 

○八木委員  それは、自主事業についても同じですかね。 

○吉野文化振興課長補佐  自主事業につきましても、やはり事業費ベースで人件費を載

せるというルールでございます。 

○八木委員  そうすると、このプラスマイナスを見る意味が分からなくなってしまう気

がするのですが、場合によっては、例えば人件費を除いた小項目を作っていただいて、そ

れが影響しないその区分ごとのプラスマイナスが素直に見えるようにする、つまり、人件

費の案分のために差が出てしまうということだと、この赤字というのが区分けがされてい
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ることの意味があるのかなと。 

○吉野文化振興課長補佐  そもそも何でこのようなルールで載せているかというところ

なのですが、もともと人件費は事業費に載っていなかったのですが、包括外部監査を受け

まして、事業費には当然人件費がかかるでしょうとご指摘があり、それをどうやって載せ

るかという検討をしまして、事業費相当で載せるということになりました。その結果、事

業経費の算出が適正化されたという面もございまして、そのルールに基づいて現在やって

いるというところでございます。 

 収支で赤黒と見ますと確かに違和感があるのですが、事業費がより適切に載せられてい

るかという面もございますので、どちらが良いかという判断は出てくるのかとは思うので

すが、現状はこういったルールでやっているというところでございます。 

○八木委員  今の話ですと、この管理運営と企画提案と自主事業というふうに縦に三つ

分けたことの意味が、逆に言うとそれで消えちゃっているわけですね。 

 意味が違って分けた数字を見ることの意味があると思うので、そうすると何かそれを反

映するような小項目を作ってもらったほうが良いのか、あるいはわざわざ分ける必要はな

く、グロスの数字が黒であればそれで良いというふうに評価すべきなのか、その辺はどう

ですか。 

○吉野文化振興課長補佐  ご意見としてお伺いして、おおもとを管理しているところに

またご相談させていただきたいと思います。 

○吉田部会長  その包括外部監査のときの人件費を負担させなさいという指摘では、こ

ういったルールにしなさいとまでは、恐らくなかったのですよね。市としてこのようなル

ールを設けられたということだと思うのですが、八木委員がおっしゃっているのは、その

ルール自体がかえって分かりづらく、分けている意味が出てこなくなってしまっているの

で、この人件費の按分の方法が見直されるタイミングかもしれないということになるのか

なとは思うのですが、よろしいですか、その理解で。 

○八木委員  はい、結構です。 

○吉田部会長  追加して質問です。川崎の方へ人員を派遣されたと、事業報告書にあり

ましたが、その人件費は、この事業費の中で負担したままになっているのでしょうか。別

に川崎市に請求するものではないとは思うのですが、事業としての支出ではないとは思い

ますので、何か別項目として立てられていますか。 

○吉野文化振興課長補佐  結論から言うと別立てにはしておりません。実際は管理運営

経費とか展覧会事業とかの人件費に載ってしまっているという実態でございます。臨時と

いうところもございまして、既存の事業に関わる業務の中でやっているというところで理

解しております。 

○吉田部会長  分かりやすいように分けているはずのところ、結局、実態と違ってしま

っているのですね。こういったものは分析できるような形で分けていくほうが良いと思う

のですが、ルールがあるから形式的にこう分けましたという説明になってしまって、少し

違和感がありますので、やはり実態に即したような数字を出していただきたいですね。こ

の表はルールに基づいているものの、でも別立てで、この金額は川崎へのボランティア部

分に使いましたとか、そういった説明を更にしていただくと、実態が見えやすくなってく

ると思います。 
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 どうしても指定管理の資料は膨大ですので、まず決まったものを埋めていただくという

物で、所管の方もお忙しいことは認識しているのですが、今回コロナに関しては追加の資

料を出していただくところも多かったので、我々が評価しやすいような、より分かりやす

い資料というものも視点として加えていただくとよろしいのかなと思います。 

 全体的に見れば、千葉市美術館の入館者数は１２月までといえども増えていて、今まで

だと立地が悪いために人が来ないというお話が多かった中で、「目」展に限らずかなり入

館者数も増やされて、達成率９７．６％ととても高い実績だったと思っています。 

○日野委員  今回の数字からすると２０代の利用が増えているということで非常にうれ

しいところなのですが、資料４－５の９ページ目、「ｂ－３ 高校生向けプログラム」で、

参加校１校で、参加人数１人となっています。８月１４、１５日という時期も、適切なの

かどうか検討が求められると思うのですが、プログラム化した経緯等を含め、参加が１人

だったという結果について、どういう認識かというところをお聞かせください。 

○小名木文化振興課長  こちらの事業は数年前から行っている事業で、当初は高校の先

生にお声がけして、生徒さんに来てもらっていたこともあったかと思うのですが、今回公

募にしたところ、１名しか来なかったということでした。今後は、つながりのある美術の

先生とか、そういった方にお声がけしていこうということで、別の附属機関会議の中で、

ご意見頂きましたので、今後はそういうふうに改めていきたいと考えております。 

○日野委員  少しやり方を変えないともったいないですよね。良いプログラムだと思い

ますし、すばらしい講師の方も招聘されているわけですから、有効活用する方策を考えて

いただきたいところです。 

 もう１点だけお伺いします。友の会の会員数は昨年度比で何人増えましたでしょうか。

前年と比較した数字が見当たらなかったので。 

○小名木文化振興課長  １４８人増えています。 

○日野委員  一般ユース会員で、賛助会員はまた別で増えていると。 

○小名木文化振興課長  賛助会員は、個人で３２人から３６人に４人増えていまして、

法人は５件だったのが４件と１法人減っている状況になっております。 

○日野委員  増えているということであれば、成果としても上がっているということで

すね。あとは友の会のメリットの周知ですよね、昨年度指摘させていただいたかもしれま

せんが、やはり市民が美術に触れる良い機会として、そしてリピーターを増やすという意

味でも、友の会の周知は必要かなと思います。 

○小名木文化振興課長  少し付け加えさせていただきますと、友の会につきましては会

員区分を一般会員と３９歳以下のライトメンバーの２区分に分けまして、３９歳以下の方

を対象として、気になる展覧会、イベントだけでもチェックしてもらいたいということで、

気軽に入っていただけるものを今作ってやり始めているところです。 

○日野委員  今回のリニューアルに合わせて、ということですかね。 

○小名木文化振興課長  はい、今回４月から新たな指定期間に基づいての、指定管理者

側からの提案で採用しております。 

○日野委員  では、今ユース会員の方は切り替わるという認識ですかね。 

○小名木文化振興課長  名称があって、ちばしびフレンズというものと、ちばしびフレ

ンズライトということで、ライトというのが先ほどの３９歳以下の方ですので、ユース会
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員はおおむねこの中に入っていることになります。 

○日野委員  なるほど。内容は変わらないのですかね。 

○小名木文化振興課長  ライトの方は会費を１千円に下げております。 

○日野委員  会費を下げて、会員数を増やしていきたいということですね。よく分かり

ました。 

○吉田部会長  以前、稲垣委員からの指摘で、友の会の切替えのときに連絡が来ないの

で、そのまま辞めてしまう方が多いのではないかという点は、どのように対応を考慮され

ていますか。 

○小名木文化振興課長  そこは美術館の方にも伝えてありまして、継続的に入っていた

だけるような方策を考えていただけるというところになっています。切替え前のタイミン

グで案内していただくとか、つなげていくという考え方です。 

○稲垣委員  私の経験で言いますと、たしか前は継続の場合、何か割引みたいなものが

あったのですが、それが継続しても、しなくても同じですとなった。だから今継続するよ

りか、来月か２か月先からで良いかとか、そのような感じになってしまうのですよね。１

回見た場合に、２か月先まで次はありませんというのがあるでしょう。そうやって、どん

どん減っていくというか。 

○吉野文化振興課長補佐  少し補足させていただきますと、継続して入っていただいた

方については入会金を取らないで、会費だけでいこうという形を取っております。ただ間

を空けて、また入ろうとする場合は、入会金がかかるという仕組みにしまして、少し継続

性を持たせていこうと考えているようでございます。 

○吉田部会長  ライトが１千円で、一般が２千円ですね。 

○吉野文化振興課長補佐  そうですね、ライトは年会費が１千円で入会金が５００円、

一般は年会金が２千円で入会費が１千円かかります。継続すれば年会費だけでつなげるけ

れども、間を空けると入会金がまた取られますよという仕組みです。 

○吉田部会長  そうすると一般の方は最初３千円と、結構ハードル高めですね。 

○日野委員  少し高い感じはしますね。 

○吉野文化振興課長補佐  事務経費的な部分がございます。 

○日野委員  そういった経費を含めての会費ということですね。 

○吉田部会長  これで２，５００人という目標は継続でしたっけ、今は進行形。 

○吉野文化振興課長補佐  現時点では数値目標はないですね。 

○吉田部会長  数値目標をなくしたのですね。そうすると、なかなか経過が分かりづら

い項目になってはしまったのですね。この指標を出すと達成できないから、やめてしまお

うと。 

○日野委員  一定の成果目標は大事ですよね。 

○吉野文化振興課長補佐  前の成果指標としても、提案でいただいたもので、市から出

したわけではなかったので、なくなってしまうのですが、年次報告とかには当然数字が載

ってきますので、数字を追うことはできます。 

○日野委員  会員数が増えれば当然、入館者数も連動していきますので、ここは結構肝

かなと思っていました。 

○吉田部会長  金額という面では出てこないかもしれないですが、お子さん向けのもの
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がかなり増えてくると思うので、無料でも何か会員登録みたいな形で、お子さんたちにも

情報が行くような、そういったものもされてみてはいかがでしょうか。千葉市美術館のフ

ァンを増やしていくということがとても重要な活動だと思いますので、今までの高尚な年

齢層高めのイメージから変わってくると思うので、３９歳以下というよりももっと若い学

生や子どもたちにも、何かそういった会員制度、金額を取るような制度でなくてもされて

いくというのは、方向性としてはあるのかなと感じましたね。 

○日野委員  もう１件だけ。資料４－５の２４ページの地域連携事業のところで、昨年

度、各委員からも指摘があったと思うのですが、科学館、きぼーるとの連携とか、そうい

ったところは図られたいという話で、実施されたと思うのですが、相互割引というのは、

やり方としては科学館の入場券を持ってきた方々が美術館では割引を受けられるという流

れで良いのですかね。それとも科学館と美術館のセット入場券みたいなのがあって、それ

で少し割り引いているという理解ですかね。この相互割引のやり方によっては、うまく連

動させながら入場者数も増えていくのかなと思うのですが、どういったやり方なのかご教

示ください。 

○小名木文化振興課長  たしか両館ではなくて、やはり交互に行ったときの割引だった

と記憶しています。商店街も今度入っていまして、どちらか行った方は、例えば飲み物を

飲んだら５０円引きとか、ショッピングモールとかで映画を見たらとか、そういった感じ

だったと思います。 

○日野委員  なるほど。これでかなり実績は上がってきているのですか。 

○小名木文化振興課長  数字の把握までは、申し訳ございません。 

○八木委員  数字によっては、こういった連携活動を広げるのかどうするのかという判

断につながりますので、数値化が必要かなと思いますね。 

○小名木文化振興課長  ちなみに郷土博物館は無料ということで、割引というのはない

ですね。 

○八木委員  千葉城のことですよね。 

○小名木文化振興課長  そうですね。 

○吉田部会長  市民ギャラリー・いなげのご意見、ご質問はあまり出ていないかと思う

のですが、そちらのほうはいかがでしょうか。昨年も聞かれたように、高齢化により利用

者数が減っているというところがありますね。 

○稲垣委員  何となく下がっているのですよね。神谷伝兵衛のほうが工事中だったりす

ると、客は減るのですか。 

○小名木文化振興課長  そうですね。ギャラリーで何か展示をやっていたとしても、観

覧する方自体が神谷のほうに行かれてから来る方が多いものですから、神谷が見られない

ということになると、そこの段階で減るのは大きいです。 

○吉田部会長  逆に３月だけのオープンで、ほぼ目標の１千人近くの方がいらっしゃる

ということは、神谷伝兵衛の集客力というのは、コロナさえなければ恐らくもっとすごい、

良い数字が出ていたと思うので、かなりの人数が入っても安全・安心なのですよね。 

○小名木文化振興課長  とはいえ、限界はあるかと思うのですが。 

○吉田部会長  従来に比べればということですね。 

○小名木文化振興課長  はい。 
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○吉田部会長  やはり、そうすると神谷伝兵衛のほうをもっとアピールをしていく中で、

こちらもどうぞというようなアプローチを取っていっていただくということになるのです

かね。 

○小名木文化振興課長  指定管理者側からとしましては、神谷もまたいろいろな形で使

って人を呼び込んだ上でギャラリーのほうにというのも考えていると聞いておりますので、

そこは期待したいと思います。 

○吉田部会長  資料４－５の市民ギャラリー・いなげの報告書になるのですが、３ペー

ジの千葉市出身のＮＡＲＡＭＩＸさんとか、ＮＡＭＩＫＩさんとか、そういった新進気鋭

の方に来ていただいているというのはとても面白くて、目標２０人のところ２６人とか、

目標以上の方も来ていただけているので、若い方にアプローチされているのはよく見える

かなと思います。 

 ギャラリーとして使うという方法が、もしかすると今の利用者ニーズとは少しマッチし

ていないので、数値には出てきてはいないものの、活動自体は熱心にされているように感

じました。教職員の実技研修会とか倍の人数ですものね。これだけの方がいらっしゃるな

ら日数も増やすなり、こういった方向での施設の運営という方針にもなっていくのかなと

思います。 

○稲垣委員  あそこは結局、歩いてくるということですよね。車はあまり置く場所がな

いのですよね。 

○小名木文化振興課長  ギャラリー・いなげでは、そうですね、１桁台の駐車スペース

しかないですね。 

○稲垣委員  なかなか駅からだと、歩きにくいですよね。 

○日野委員  少し距離がありますよね。 

○小名木文化振興課長  京成稲毛駅ですと多少、まだ近いですが、ＪＲだとやはり距離

がありますね。 

○吉田部会長  京成稲毛駅自体が、少し外れていますよね。 

○八木委員  少し離れていますよね。商店街との連携とかができていると面白いと思う

のですが、商店街も、なかなかお店が全部開いている感じではないですよね。地域活性化

と連携できたら面白いと思いますが、少し離れていますからね。 

○吉田部会長  あとは、やはり高齢化で達成できなかったという状況が継続してしまっ

ているので、従来とは違う利用者層の発掘というところは、何とか頑張っていただくしか

ないのかなと思います。特に車で行けないから、高齢化している人たちをもう一回呼び起

こすのは難しいところだと思うので、稲毛のお子さんたちを中心としたような活動という

のが一番、マッチしているような気がします。 

○日野委員  こういった講習会などはホームページ等で案内はしていますか。どういっ

た形で発信をされているのですか。 

○小名木文化振興課長  ホームページと、あとチラシとか、紙ベースの媒体が多いです。 

○吉田部会長  講習会がこれだけ人気なのであれば、今時点はイベントの開催は難しい

とは思うのですが、状況が落ち着いたら、講習会とかをもっと増やすような施策というの

を考えていただければ良いのかもしれないですね。もっと来たい人がいるのだろうなと期

待値がありますね。 
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 ここまでを踏まえまして、千葉市美術館と市民ギャラリー・いなげにつきまして、市に

よる評価は「Ｃ」ということなのですが、いかがでしょうか。美術館としては、「目」展

の２万７千人ということで、少し評価を高くと思っているところもあるようなのですが、

リニューアル前の特別なイベント感もあったので、これ継続的に行えるのかというと、必

ずしもそういったものでもないですし、もともと千葉市美術館の所蔵作品の傾向とは離れ

ているので、イベントとしては評価ができるものの、恒常的な施策ということではないの

で、やはり市の評価の「Ｃ」というのが妥当なのかなとは感じています。 

 今後５年間の評価がまた始まっているのですよね、４月から。 

○小名木文化振興課長  はい。 

○吉田部会長  なので最終年度ですが、最終年度ではないみたいなタイミングだと思う

ので、リニューアルに向けてこれから頑張っていただくためにも、現時点は期待どおりや

っているという「Ｃ」で良いのかなと思いますが、いかがですかね。 

○八木委員  このシートのこっちの方だとかモニタリングのところも特記事項がないの

で、「Ｃ」なのかなという感じがしますね。 

○吉田部会長  美術館と市民ギャラリー・いなげの両方になると「Ｃ」になりますが、

ただ、市民ギャラリー・いなげが「Ｃ」なのかというと、もう少し頑張ってほしいなとい

うところがあると思うのです。 

 千葉市美術館はリニューアル後、今後のより活発な運営を期待するみたいな意見として、

市民ギャラリー・いなげにつきましては利用者の高齢化という問題が継続しているので、

新たな利用者層の発掘に努められたいとか、そういった意見を部会として出しましょうか。

一応「Ｃ」と評価しましたが、「Ｃマイナス」みたいなイメージを持っているという。 

 あと、市民ギャラリー・いなげに関して、講習会が盛況なので、その点をイベントの開

催が可能となってからは、より活発に開催されていくのはどうかという言葉を入れますか。 

 よろしいですかね。 

（異議なし） 

○吉田部会長  皆さんの話をまとめたいと思います。 

 では、委員の皆様から様々な意見いただきましたが、いただいた意見を総合したいと思

います。市の作成された年度評価は妥当であると判断いたしました。千葉市美術館につき

ましては、リニューアルオープンを控えているということから、より一層活発な運営を期

待したいということを申し添えることと、市民ギャラリー・いなげにつきましては、合わ

せると「Ｃ」評価ということにはなりますが、継続して利用者が高齢化していると伺って

おりますから、新たな利用者層の発掘に努めたいというところと、あと講習会がとても盛

況であるので、イベントの開催が可能となった暁には、そういった活動もより一層力を入

れていただきたいと申し添えたいと思います。 

 その他につきましては、事業報告の収支の計算書総括で、人件費の按分により大きなプ

ラスと大きなマイナスというところで、その計算書自体が若干かえって分かりづらいもの

になっておりますので、人件費の按分方法が、これで良いのかどうかということを、所管

には見直していただきたいということを申し添えたいと思います。 

 友の会の会員数につきましては、リピーターの確保に有効な手段だと思いますので、今

後も更なる周知をしていっていただければと思います。 
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 市民ギャラリー・いなげにつきまして、神谷伝兵衛の別荘のアピールというものが有効

であるということですので、周知を図られたい。あとは新進気鋭のアーティストの活用な

ど、若い人にアプローチをしているところはとても評価できるかと思います。立地での難

しい点もあると思いますが、商店街や地元との連携というものをより一層図っていただき

たいということで、申し添えたいと思います。 

 こういったことでよろしいでしょうかね。 

（異議なし） 

○吉田部会長  では、これらを踏まえまして、本部会の意見としたいと思います。 

 次に、指定管理者の倒産・撤退のリスクを把握するという観点から、指定管理者の財務

状況に関する意見交換を行いたいと思いますが、本施設の指定管理者である公益財団法人

千葉市教育振興財団につきましては、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号に該当する非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。 

 では、公認会計士である私の方から指定管理者の財務状況に関して計算書類を基に意見

させていただきたいと思います。 

 資料４－６をご覧ください。最初に貸借対照表で、めくっていただくと正味財産増減計

算書というものがございます。その先に内訳表というものがありまして、こちらも併せて、

事前質問を見ていただければと思うのですが、事前質問で平成３０年４月から、千葉市内

の公民館の指定管理者も受けられておりまして、そちらの事業が始まってから、正味財産

増減計算書の当期一般正味財産増減額を見ていただくと４，６００万円が今年度で、前年

度も４，４００万円と大きなプラスの計上となっております。これ以前につきましては、

２９年度はマイナス２千万円、２８年度はプラス１，９００万円と、実際の資金の収支で

動いておりますので、そういった形でプラスとマイナスを繰り返してというのが教育振興

財団の一般的な決算となっております。 

 しかし、３０年度から公民館事業が含められたので大幅なプラスにはなっているものの、

当然こちらは美術館の事業ですので、この公民館事業でのプラスをどう判断してよいのか

ということについてご質問を投げました。そのプラスの理由というのはご説明があったと

おりに、公民館の指定管理者になったことによって生涯学習センターの負担経費が変わり

ましたよと。こちらの利益につきましては、こちらの公民館関係の事業で解消されていく

ということですので、美術館に関しては、このプラスになったものは使われないという理

解で良いのかなと思っております。 

 したがいまして、大きなプラスを計上しているものの、千葉市美術館に関しては影響が

ないという判断をさせていただきまして、正味財産期末残高、こちら４億円と十分な金額

を計上しておりますので、倒産・撤退といったリスクはないと判断させていただきたいと

思います。 

 以上になりますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○吉田部会長  では、こちらをもちまして、本部会の意見とさせていただければと思い

ます。 

 では、これまでの意見を踏まえまして、美術館及び市民ギャラリー・いなげの指定管理
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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した。 

 ここで、また５分間休憩を取りたいと思います。今４時ですので、４時５分に再開させ

ていただきたいと思います。 

 休憩後、議題２につきましては、参考資料２「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会

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

者選定評価委員会議決事項）」を参照していただきますように非公開事項に該当すること

から、非公開といたします。傍聴人の方におかれましては、恐れ入りますが休憩の間にご

退席をお願いいたします。 

 それでは５分間休憩といたします。 

（休憩） 

○吉田部会長  では、そろそろ再開させていただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

○小倉市民総務課長  事務局職員の入替えを行いましたので、紹介させていただきます。 

 「千葉市若葉区千城台コミュニティセンター」を所管します、若葉区地域振興課地域づ

くり支援室長の筒井でございます。 

○吉田部会長  それでは、議題２の「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。ここからは朝香委員にもご参加いただきます。 

 事務局より、募集関係書類の概要及び募集条件等に関する事項に係る審議の流れについ

て説明をお願いいたします。 

○小倉市民総務課長  それでは、よろしくお願いします。参考資料４をご覧ください。

この市民・文化部会で審議する公の施設の一覧を記載しておりますが、この中の表の上か

ら４つ目までのグループの施設が、今年度中に指定期間が終了するものでございます。そ

のうちの本日審議いただきます若葉文化ホール、美浜文化ホール、千城台コミュニティセ

ンターのグループにつきまして、公募の予定でございます。そのほかの上の３つにつきま

して、市民会館、文化センターについては条例上非公募となっております。それから、中

央コミュニティセンターにつきましては、今後２年ぐらいで施設の構成が大きく変わる予

定がございまして、指定期間を短くする関係上、非公募を予定しております。それから、

栄町立体駐車場につきましては、常々ご意見いただいているところですが、施設の在り方

を見直すというところから、今回は非公募を予定しております。 

 今回は公募の施設について、募集条件等のご審議をいただくということでございます。 

 それでは、概要について説明させていただきます。 

 まず、公募の場合は、募集関係書類として主に「募集要項」、それから「管理運営の基

準」、「選定基準」がございます。これらの各資料の概要についてご説明いたします。 

 はじめに、「募集要項」についてご説明をさせていただきます。「募集要項」は、施設

の設置管理条例及び管理規則の規定を踏まえまして、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明らかにするもので、指定管理者
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制度の総括をしております総務局の業務改革推進課からひな形が示されているものでござ

います。 

 主な点につきまして、資料５－１を例に説明させていただきます。１ページをお願いい

たします。まず、「１ 指定管理者募集の趣旨」を記載してございます。指定管理者制度

の概要等を記載してございます。 

 次に、２ページをご覧ください。「３ 公募の概要」ですが、こちらは対象施設、指定

期間、次のページに行っていただきまして選定の手順、スケジュールについて記載をして

ございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。「４ 管理対象施設の概要」でございます。こち

らは対象施設の設置目的や特徴などについて記載をしてございます。「（１）設置目的

等」では、施設の設置目的、目指すべき方向性を示すビジョンや、施設の社会的使命や役

割を示すミッション、また、６ページの「（３）指定管理者制度導入に関する市の考え」

では、制度導入による市のねらい、見込みの効果、その狙いを達成するために指定管理者

に期待する役割、併せて７ページに、施設の管理運営における成果指標及び数値目標を設

定しております。 

 次に、「５ 指定管理者が行う業務の範囲」でございますが、ここでは指定管理者が行

うべき必須業務、それから行うことができる自主事業、また再委託について記載してござ

います。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「管理運営の基準」で

示してございます。 

 次に、９ページをお願いいたします。「６ 市の施策等との関係」でございますが、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ございます。 

 次に、１１ページをお願いいたします。「７ 指定管理者の公募手続」でございますが、

ここでは指定管理者の募集から指定までの具体的な手続を記載してございます。 

 次に、１４ページをお願いいたします。「８ 応募に関する事項」でございます。応募

資格、それから失格事由、提出書類、留意事項など、応募に関する重要事項を記載してご

ざいます。 

 次に、２０ページをお願いいたします。「９ 経理に関する事項」でございます。指定

管理者の収入と支出に関すること、指定管理料の支払いに関することについて記載をして

ございます。市から指定管理料を支払うことにつきましては、指定管理料の基準額を主に

記載し、応募者はこの基準額の範囲内で指定管理料を市に提案することになります。基準

額を超える提案をした場合には、形式的要件審査で失格ということになりまして、提案内

容の審査には進むことができないということになってございます。 

 続きまして２１ページをお願いいたします。「（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には、その利益につきまして

は指定管理者の経営努力によるものである一方で、公共財産でございます公の施設の管理

運営業務から生まれたものであることから、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、その一部について市への還元を求めるというものでございます。 

 次に、２３ページをお願いいたします。「１０ 審査選定」でございます。ここでは選
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定方法や審査基準の概要について記載しており、審査基準の概要では各審査項目及び審査

項目ごとの配点についても示すこととしております。 

 次に、２５ページ以降ですが、「１１ 関係法規」、「１２ 参考資料」、「１３ そ

の他」でございます。１３の（４）には、市と指定管理者との間のリスク分担の方針を示

しております。「募集要項」については、後ほど所管より説明させていただきます。 

 続きまして、「管理運営の基準」についてご説明いたします。 

 資料５－２をご覧ください。 

 まず、目次になりますが、「管理運営の基準」は各施設の設置管理条例において定める

「管理運営及び業務の範囲」、すなわち指定管理者が行う業務の詳細について記載し、市

が指定管理者に要求する指定管理業務の水準を示すものでございます。施設によって内容

は異なりますが、大まかに、対象施設の概要、指定管理者が行うべき業務である必須業務、

それから自主事業を認める施設については、自主事業に関すること、その他留意事項など

を記載してございます。 

 続きまして、「選定基準」につきましてご説明いたします。 

 資料５－６をお願いいたします。 

 「選定基準」は先ほどご覧いただいた「募集要項」に記載しておりました審査基準につ

いて、より詳細に定めたものとなります。具体的には、審査の具体的な流れ、審査の方法、

審査項目、採点の基準とその方法、各審査項目の配点などを記載しております。選定基準

につきましては、１０月に開催予定の部会におきまして、委員の皆様が候補者から提出さ

れた提案書の審査を行う際のよりどころとしていただくものでございます。 

 なお、選定前に「選定基準」を公開いたしますと、採点方法に応じて、いわゆる点数稼

ぎを行う等の作為が働くおそれがあるため、募集・選定の段階では非公開としております。 

 簡単ですが、審査方式及び採点方法等についてご説明いたします。 

 まず、１ページをご覧ください。「１ 審査方式」でございます。「（１）形式的要件

審査」でございますが、提案書等の内容によりまして、３ページに記載しております、応

募資格の各要件を満たしているか、失格要件に該当するものでないかを、私ども事務局に

よって確認するものでございます。 

 続きまして、「（２）提案内容審査」でございますが、提案書を含む提出書類の記述内

容について採点基準に沿って委員の皆様に採点をしていただくほか、一部の審査項目にお

きましては事務局で機械的に採点した上で、委員の皆様に報告をさせていただきます。採

点された点数につきましては、審査項目ごとに平均点を算出した後で合計した総得点を基

に、部会における合議によりまして、最優秀提案、第２順位、第３順位の提案を選定して

いただくことになります。 

 総得点の合計が最も高い提案がありましても、個別の審査項目において管理運営の基準

等の示す水準に満たない提案がある場合などは最優秀提案とはせず、失格とする場合がご

ざいます。また、総得点の差が満点の１％以内、または同点であるというときには総合的

な評価を行うという観点から、得点にかかわらずに選定をし、合議により順位を決定する

場合もございます。 

 次に、４ページをご覧ください。「３ 提案内容審査」についてでございます。まず、

「（１）審査の方法」でございますが、「ア 審査項目及び配点」はご覧のとおりでござ
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います。 

 次に、５ページをご覧ください。「イ 審査項目の配点の考え方」でございます。先ほ

ど見ていただきました一覧表のうち、指定の基準の５、６に関する審査項目を除く各項目

については、原則として５点を配点してございます。その他、次の表に掲げました審査項

目につきましては、市が期待する事項の必要性、重要性を勘案して加点した配点としてご

ざいます。 

 なお、「審査項目」につきましては指定管理者制度を総括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」に基づきまして設定しておりますが、施設の特性や指定管

理者に期待する役割等により、不要項目の削除や必要項目の追加、また、「配点」を変更

することも可能となっております。 

 次に、６ページをご覧ください。「ウ 各項目の審査・採点方法」でございます。 

 まず、原則といたしまして、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

を除きまして、下の表の基準に従い、「Ａ」から「Ｅ」までの５段階評価で採点をしてい

ただくことになってございます。なお、委員の皆様の過半数が「Ｄ」の評価又はお一人以

上の方が「Ｅ」の評価をされた場合は、この部会において当該応募者を失格とすることが

相当であるか否かを協議していただきます。また、委員の皆様が「Ｅ」評価をした場合に

は、当該応募者を直ちに失格とすることとなります。 

 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、掲げま

した審査項目につきましては、原則によらずに７ページから１７ページまでに記載してご

ざいます、「（２）採点基準」の表に示す配点に従いまして、「ａ」の項目につきまして

は委員の皆様に、「ｂ」の項目については事務局にて評価を行います。 

 以上のような審査・採点方法によりまして、委員の皆様に提案書の内容を審査・採点し

ていただき、応募者の順位を決定していただきます。なお、応募団体が１団体だった場合

にも同様の審査をしていただくこととなります。募集関係資料としましては、ご説明いた

しました資料のほかに「基本協定書（案）」と応募の際に使用する「指定管理者指定申請

書類」の様式がございます。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、

市と指定管理者の間で、締結するものでございます。具体的な内容は、指定管理者として

決定した後の協議を踏まえ、作成されることになります。 

 続きまして、募集条件等に関する審議の流れについてですが、これから皆様方には、募

集関係書類に関して、修正すべき点などがないかについてご審議をいただきます。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行ってまいります。 

 公募に当たりましては、先ほどご説明した資料のうち、「募集要項」、「管理運営の基

準」、「指定管理者指定申請書類」、「基本協定書（案）」を公表いたします。「選定基

準」については、選定前に公表することで適正な選定業務に支障を及ぼすことが懸念され

ることから、選定が終了するまでは公表いたしません。 

 事務局の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。 

 ただいまの事務局からの説明について、何かご質問ございますか。詳しい内容は、所管
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課からこれからお話しされるということですので、今はまず、形式的な面でのお話になる

かと思いますが、よろしいですかね。どうぞ。 

○朝香委員  例えば１件だけ応募があって、そしてそれが数字に満たない場合には、失

格とするとなっていますが、そうすると団体の選定はどのようになるのでしょうか。 

○小倉市民総務課長  その場合には、原則公募でございますので、時間があれば再公募

ということになりますし、時間がないという場合には、非公募に切り替えて、適当と認め

る団体を指定するということになると思います。 

○朝香委員  分かりました。ありがとうございます。 

○吉田部会長  ほかにございますか。よろしいですね。 

（なし） 

○吉田部会長  では、「千葉市文化ホール等」について、施設所管課より説明をお願い

いたします。 

○小名木文化振興課長  文化振興課でございます。よろしくお願いします。座って説明

させていただきます。 

 まずは、これからご審議いただきます若葉・美浜文化ホールと千城台コミュニティセン

ターの資料に関しまして、先ほど差し替えさせていただきました分について簡単にご説明

さしあげます。 

 若葉・美浜文化ホールの「選定基準」につきましては、表紙から７ページ目までの４枚、

「基本協定書」につきましては、こちらが資料５－５の７ページから１０ページまでの両

面で２枚でございます。 

 これらの修正箇所に網掛けをしておりますが、内容といたしましては、すべて表現を全

庁的に統一した、ひな形の表現に改めたものでございます。千城台コミュニティセンター

の差し替えにつきましては、資料５－３「管理運営の基準」です。こちらの目次の数字の

振りに誤りがありましたのと、４ページの中に、「（ア）諸室の使用申請の受付等」のｃ

（ｂ）の２段目に、「地域運営委員会(設立準備会を含む。)」をひな形に合わせて追記さ

せていただいております。 

 直前の差し替えとなりまして、大変申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ご説明させていただきます。 

 千葉市文化ホール等についてでございます。今回、ご審議いただきますものは、美浜文

化ホール、若葉文化ホール、また、それに併設されております千城台コミュニティセンタ

ーについてとなります。 

 改めて資料５－１をお願いいたします。 

 こちら「千葉市文化ホール等指定管理者募集要項」でございます。１ページをお願いい

たします。 

 まず、「１ 指定管理者募集の趣旨」でございます。こちらには、千葉市若葉文化ホー

ル、千葉市美浜文化ホール及び千葉市若葉区千城台コミュニティセンターの管理について

指定管理者制度を引き続き導入する趣旨について記載しております。 

 上から４段落目でございますが、「今回の募集に当たっては、各施設の地域性を活かし

つつ他施設との事業連携や、指定管理者による創意工夫した企画展開などを期待するも

の」であり、「魅力ある文化施設の存在は、本市の文化芸術の振興・発展に大いに資する
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ものであると考えます」としておりまして、また、「千葉市若葉文化ホールは千葉市若葉

区千城台コミュニティセンターとの複合施設であり、施設全体を一体的に管理することに

より、市民サービス及び管理コスト縮減の費用対効果が期待できることから、同コミュニ

ティセンターについても併せて募集することとした」としまして、最後に、「各施設の特

色を生かし、連携を取ることにより、より一層の利用率向上を目指した提案を期待する」

とさせていただいております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 こちらは、「（４）選定の手順」といたしまして、選定のスケジュールを示させていた

だいております。 

 ７月２７日からの募集要項等の発表、公表から１１番目の令和３年１月予定で指定管理

者の指定ということで、各項目についてのスケジュールとさせていただいております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 「４ 管理対象施設の概要」でございます。 

 まず、「（１）設置目的等」の「ア 若葉文化ホール及び美浜文化ホール」をご覧願い

ます。 

 「条例上の設置目的」でございますが、表の中にもございますように、「市民の文化の

向上を図り、福祉の増進に寄与するため、文化ホールを設置する」ということでございま

す。 

 次に、「ビジョン」を示させていただいております。 

 「ビジョン」の中身といたしましては、「当該施設が地域住民に身近な存在として、幅

広い文化芸術に触れる場となるとともに、新しい価値観の創造や、文化の担い手を育み、

その活動を支援すること」としております。 

 次に、「ミッション」でございます。 

 「ミッション」といたしましては、「地域文化の創造拠点」といたしまして３点ほど挙

げさせていただいております。 

 まず、「市民が気軽に参加できるイベントの提供」、続いて、「地域住民の文化創作活

動の場」、さらに、「文化芸術活動を通じた地域住民の交流の場」の三つとさせていただ

いております。 

 続きまして、「イ 千城台コミュニティセンター」につきましては、「ビジョン」とい

たしまして、「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。」としまして、「ミッション」といたしましては、

「コミュニティ活動の場を低廉な料金で安定的に供給すること。」、「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。」を挙げさせていただいております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 「（２）施設の概要」でございます。 

 こちらは、若葉文化ホールから千城台コミュニティセンターまでの概要を記載させてい

ただいておりますが、説明は割愛させていただきたいと存じます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 下段にございます「（３）指定管理者制度導入に関する市の考え」でございます。 



 

 

 ―３５― 

 市といたしましては、指定管理者制度導入による市民サービスの向上により、幅広い層

の方に利用してもらうという効果を見込んでおり、したがいまして、市としましてはこの

制度導入効果を達成するため、指定管理者に民間事業者としてのノウハウを活用した魅力

的な事業及び各館の地域性や特性を生かした事業の実施並びに広報・プロモーション活動

を行うことなどにより、施設の利用が促進されることを期待しており、また、文化ホール

等の管理運営において市が設定する成果指標及び数値目標は以下のとおりとしてございま

す。 

 ７ページをお願いいたします。 

 若葉、美浜両ホール、千城台コミュニティセンターの成果指標、数値目標について記載

しており、ご覧のとおりでございます。数値目標の考え方をご説明させていただきます。 

 文化ホールの数値目標の考え方でございますが、まず、若葉文化ホールにつきましては、

平成３０年度は吊り天井工事のため、また、令和元年度は新型コロナウイルスの影響で異

常値となりましたため、算出からは除外しておりまして、平成２８年度から平成２９年度

の平均値で算出をしております。 

 次に、美浜文化ホールにつきましては、令和元年度は、同じく新型コロナウイルスによ

る異常値のため算出からは除外しておりまして、平成２８年度から平成３０年度の平均値

で算出をしております。 

 また、前指定期間の目標で比較いたしまして、算出した平均値が下回ってしまっている

場合には、前指定期間の目標を引き続き設定しております。 

 なお、千城台コミュニティセンターの成果指標、数値目標につきましては、記載のとお

りとなっております。 

 続きまして、８ページにかけて記載しております「５ 指定管理者が行う業務の範囲」

でございますが、こちらにつきましては「管理運営の基準」にも記載してございますので、

説明は割愛させていただきたいと存じます。 

 続きまして、９ページから１０ページまでにかけましては、「６ 市の施策等との関

係」、１１ページから１９ページまでには、「７ 指定管理者の公募手続」と「８ 応募

に関する事項」について記載してございます。 

 飛びまして、２０ページをお願いいたします。 

 「９ 経理に関する事項」でございますが、ここでは一部ご説明させていただきます。 

 「（１）指定管理者の収入として見込まれるもの」の「ア 利用料金収入」についての

中に、「※」印が二つございますが、順に説明させていただきますと、一つ目につきまし

ては、美浜文化ホールについては、指定期間中に吊り天井工事が予定されておりますこと

から、管理諸経費の縮減を含めた施設運営をしていただくことと、二つ目の「※」印につ

きましては、利用料金については、今後料金改定がある際には、別途市と協議をするもの

とするという内容でございますが、ただし書といたしまして、令和３年度当初からの料金

改定はないということを記載しているものでございます。 

 次に、最下段の指定管理料の基準額についてでございますが、こちらは現在空欄となっ

てございます。こちらにつきましては、消費税を含む金額になりまして、美浜、若葉、千

城台の３施設の合計金額となるものでございますが、現在、金額につきましては協議中の

ため、確定次第記載をさせていただきたいと存じます。 
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 飛びまして、２４ページをお願いいたします。 

 こちらは、次期指定管理予定候補者の選定を行うに当たっての審査基準といたしまして、

審査の項目と配点について記載をしております。 

 こちらの詳細につきましては、後ほどの「選定基準」にて改めてご説明をさせていただ

きたいと存じます。 

 「募集要項」に関する主な説明は、以上でございます。 

 続きまして、千葉市文化ホール等の「管理運営の基準」につきまして、続いてご説明さ

せていただきます。 

 資料５−２をお願いいたします。 

 千城台コミュニティセンター分につきましては、この後説明させていただきますので、

先に若葉文化ホールと美浜文化ホールにつきまして、ご説明をさせていただきます。 

 １ページをお願いいたします。 

 こちらは、今回の募集に当たりまして、指定管理者に期待することなど、背景的なもの

を含めて記載をしておりますが、説明は割愛させていただきたいと存じます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 こちら、先ほどの「募集要項」と同じように、施設の概要といたしまして、若葉文化ホ

ール、美浜文化ホールの所在地、施設規模、概要などを上下段に分けて記載させていただ

いております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 「３ 指定管理者が行うべき業務」として、こちらは必須業務を記載しております。項

目だけの説明で恐縮でございますが、まず、「（１）施設運営業務」でございます。「ア 

施設の開館・休館日等」から始まりまして、「イ 利用料金」、「ウ 利用料金の減免」、

次、５ページには、「エ 貸出業務」、６ページには、「オ 使用申請の受付方法」、７

ページには、「カ 使用の不許可、使用の制限」、「キ 企画提案業務の実施」、「ク 

報告書等の作成に関すること」を記載しております。「キ 企画提案業務の実施」の項目

におきましては、３点ほど事業の内容を例示してございますが、こちらは、ビジョン、ミ

ッションの内容を踏まえた上での提案をお願いしているものでございます。 

 ８ページ、「ケ 広報と情報提供」につきましては、こちら記載のとおりでございます。 

 続きまして、８ページ下段の、「（２）施設の維持管理業務」といたしまして、「ア 

若葉文化ホールの維持管理業務」を、１０ページの上段には、「イ 美浜文化ホールの維

持管理業務」をそれぞれ記載させていただいております。 

 恐れ入ります。１２ページをお願いいたします。 

 １２ページの下段には、今回新たに「オ 新型コロナウイルス感染防止策の実施」とい

う項目をつけさせていただいております。 

 「（ア）感染拡大予防ガイドラインの実践」として、ガイドラインに基づく防止策を講

じること、（イ）には「新しい生活様式の実践例」に沿った利用を促すことを記載してお

ります。 

 次に、１３ページからは、「（３）経営管理業務」といたしまして、指定管理業務と自

主事業、これらに関して明確に経理区分を分けて管理を行ってもらうことを、１７ページ

にかけて記載しております。 
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 １８ページをお願いいたします。 

 「４ 自主事業」といたしまして、「（１）文化事業」、「（２）物販等について」、

「（３）その他」としまして、それぞれ記載してございます。 

 この自主事業の実施に当たりましては、「（３）その他」のところでございますが、自

主事業の経費は市が支払う指定管理料には含まれず、また、自主事業の費用に利用料金収

入、管理料等指定管理業務に伴う収入を充てることはできないことを、注意事項として書

かせていただいております。 

 次に、１９ページには、「５ 市によるモニタリング及び実績評価」としまして、モニ

タリングの実施と実績評価の実施を行う旨、記載しております。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 「６ その他留意事項」を記載してございますが、「（３）大幅な利益の還元」につい

てご説明させていただきます。 

 自主事業収入等を含むすべての収入（総収入）から自主事業に係る経費等を含むすべて

の支出（総支出）を引いて、総剰余金を計算し、総剰余金が総収入の１０％を超える場合

には、超える金額の２分の１の額を市への還元対象といたします。ただし、自主事業に係

る収支が赤字となった場合には、自主事業に係る収支を除いた指定管理業務に係る収支に

より、利益の還元額を算出いたします。 

 また、指定管理業務に係る収支が赤字となった場合には、市からの補填はないことを併

せて記載しております。 

 「（４）その他」以降につきましては、それぞれ注意事項を記載させていただいており

ます。 

 文化ホールの「管理運営の基準」の説明は以上でございます。 

 引き続きまして、千城台コミュニティセンターの「管理運営の基準」につきまして、若

葉区地域振興課より、ご説明させていただきます。 

○筒井若葉区地域振興課地域づくり支援室長  ご説明させていただきます。 

 資料５－３、千城台コミュニティセンターの「管理運営の基準」につきまして、ご説明

いたします。 

 全体的な記載内容ですが、１ページの目次の方をご覧ください。 

 まず、「１ 総則」として本書の位置付けや、管理運営に当たっての基本的な遵守事項

などを記載しております。 

 そして、「２ 施設運営に関する業務の基準」として、施設貸出業務についてと、市か

ら実施をお願いする事業について、説明を記載しております。 

 そして、「３ 施設維持管理に関する業務の基準」について、設備の保守点検や清掃な

ど、項目ごとに記載をしております。 

 「４ 経営管理業務に関する基準」について、事業計画や事業報告書の作成、そして、

「６ 自主事業」では、指定管理者が行う自主事業についての説明を記載しております。 

 このようなつくりになっております。記載内容につきましては、基本はどのコミュニテ

ィセンターも共通のものに、各コミュニティセンターの実情を加味するという形で作成し

ておりますので、前回からの変更点など、ご留意いただきたい点についてのみ、ご説明を

させていただきます。 
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 まず、前提といたしまして、こちらの施設は、四つの施設の複合施設となっておりまし

て、コミュニティセンターと若葉文化ホール、千城台市民センター、青少年サポートセン

ター東分室について、一体的に管理運営業務などを行っていただくということになります。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 「（１）施設貸出業務」の一番下になりますが、「オ 使用申請の受付等」をご覧くだ

さい。 

 本施設では、インターネットを利用した、公共施設予約システムを導入しておりますが、

このシステムは県のシステムを共同で利用しているものですので、利用者の利便性の向上

のため、来年度、新たな予約システムへの移行を予定しております旨記載をしております。 

 次に、７ページをご覧ください。 

 「（３）新型コロナウイルス感染防止策の実施」についての項目を追加させていただい

ております。 

 次に、１２ページになります。「３ 施設維持管理に関する業務の基準」について、複

合する４施設と一体的に維持管理業務を行っていただきますが、各施設の備品の管理につ

いては、それぞれの施設が行うことということで記載をしております。 

 続いて１５ページをご覧ください。 

 「（４）備品管理業務」の「ウ 備品台帳」についてですが、本市所有の備品と指定管

理者が所有する備品の区別を明確にするために、管理台帳を作成して管理するようにとい

うことを具体的に記載することといたしました。 

 次に、１７ページをお願いいたします。 

 「（８）駐車場管理業務」でございます。次のページの「ウ 駐車場不足への対応」と

いうところで、こちらの駐車場は、複合の４施設のほか、同じ敷地内に併設される若葉図

書館や千城台公民館の来館者の利用もありまして、特に行事や催物、イベントなどがある

と、駐車場が不足いたしますので、混雑時には警備員を配置することや公共交通機関の利

用促進や乗り合わせ、また、曜日や時間帯ごとで混雑予測のホームページへの掲載をお願

いするなど、駐車場不足解消に向けた啓発を行っていただくことということを記載しまし

た。 

 主な変更点などは以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○小名木文化振興課長  続きまして、資料５－６をお願いいたします。 

 こちらは「千葉市文化ホール等指定管理予定候補者選定基準」でございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 こちらは「１ 審査方式」を記載しております。 

 基本的な考え方を記載しており、「（２）提案内容審査(第２次審査)」の「ア 審査の

概要」の３段落目のなお書きの部分でございますが、総得点の差が満点の１％以内である

とき、これは同点であるときを含みますが、「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、以下により順位を

決定する。」としまして、まず、①、審査項目「１（１）管理運営の基本的な考え方」、

「４（３）施設利用者への支援計画」、「（４）施設の利用促進の方策」、「（６）施設

の事業の効果的な実施」、「（７）成果指標の数値目標達成の考え方」、「（８）自主事

業の効果的な実施」の合計得点を比較し、高いものを上位といたします。 
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 なお、②以下につきましては、それでも同点である場合の決定方法を定めたものでござ

います。 

 ４ページをお願いいたします。 

 「３ 提案内容審査」でございます。 

 「（１）審査の方法」でございますが、以下に示させていただいておりますとおり、各

委員さんが提案書の内容の審査・採点をしていただきまして、審査項目ごとに算出した平

均得点の総合計をもって、応募者の点数とし、応募者の順位を決定させていただきます。

それぞれ各項目の配点の考え方につきまして、次のページでご説明させていただきます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 「イ 審査項目の配点の考え方」でございます。 

 「指定の基準５及び６に関する審査項目を除く各項目には原則として５点を配点す

る。」といたしまして、表の審査項目につきましては、「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する。」とさせていただいております。 

 基本的に審査項目５（１）、（２）を除きまして、全庁的なひな形より加点をしている

部分もございまして、具体的には、「１（１）管理運営の基本的な考え方」、「４（３）

施設利用者への支援計画」、「４（４）施設の利用促進の方策」、「４（６）施設の事業

の効果的な実施」、「４（７）成果指標の数値目標達成の考え方」、「４（８）自主事業

の効果的な実施」、「５（１）収入支出見積りの妥当性」をそれぞれ、配点を１０点とい

たしまして、配点理由は記載のとおりとなってございます。 

 また、「５（２）管理経費」につきましては、配点を２５点としております。配点理由

は、記載のとおりとなっております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 「ウ 各項目の審査・採点方法」でございます。 

 「（ア）原則」といたしまして、「多様な提案に対応するため、一部の審査項目を除き、

以下の基準による５段階評価で採点する。」ということで、それぞれ「Ａ」から「Ｅ」ま

でご覧の基準及び得点という形にさせていただいております。 

 なお、「（イ）上記原則によらない審査項目」としまして、「ａ 委員による評価を行

うもの」と「ｂ 委員による評価を行わないもの」と列挙させていただいております。 

 ｂの理由につきましては、７ページ上段の「※」印をご覧ください。 

 ｂに記載いたしました審査項目につきましては、この基準に従って機械的に得点が定ま

るものでございますため、原則として事務局が採点いたします。ただし、事務局の採点に

おける基準の適用自体に疑義がある場合は、選定評価委員会における合議により、この基

準の範囲内で採点を修正していただくことができるものとなっているものでございます。 

 「（２）採点基準」といたしましては、「次の表に示す配点に従い、提案書に記述され

た内容を採点する。」といたしまして、１７ページまでかけまして、それぞれの項目と配

点等を記載してございますが、時間の関係上、申し訳ございませんが、説明は割愛させて

いただきたいと存じます。後ほどご覧いただければと存じます。 

 駆け足のご説明となりましたが、募集関係の説明につきましては、「選定基準」を含め

まして、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。 
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 ただいま所管課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か。 

 前回、総合評価でコミュニティセンターの成果指標が、諸室の稼働率で良いのかどうか

という提案をさせていただいて、それについて、市の方でご検討いただきたいとお伝えは

していたかと思うのですが、この点、検討の結果、諸室の稼働率がよろしいという結論が

出たという理解でよろしいでしょうか。 

○小倉市民総務課長  コミュニティセンターの利用がきっかけとなって、サークル団体

などが結成されて、そのサークル団体の利用が増えて、施設の稼働率が高まるだけでなく、

さらにはサークル団体であるコミュニティ活動が盛んになるというような循環が１つの理

想形だと考えているというのは、前回の会議で申し上げたとおりでございます。 

 その上で、諸室の稼働率を上げることは、サークル団体の結成、コミュニティ活動を盛

んにするための手段にもなると考えてございまして、施設としては、もちろんサークル団

体を含めまして、多くの方に利用していただくことが第一優先ということで考えまして、

今回は、現在の指標と同じように稼働率と利用者数を指標にするということで、統一させ

ていただきました。以上でございます。 

○吉田部会長  ありがとうございます。 

 もう１点、利益の還元には至らないものの、収支で大幅なプラスを計上される施設もあ

るかと思うのです。利益の還元の計算式があるものの、割合でいくと金額的に例えば、１

千万円を超えて収支が黒字になっているというような施設というのは、原資は、市民の方

の税金からというところで、とても違和感があります。利益の還元の計算式や、指定管理

料の算定に当たって考慮されるというところもあるかと思うのですが、この、還元にはい

たらなくても、金額ベースでいくと過大な黒字収支ではないかというところへの懸念に関

しては、市としてはどのように考えられて、このような基準にされているか教えていただ

けますか。 

○小倉市民総務課長  利益の還元につきましては、先ほども説明させていただきました

が、まずは、計画を大きく上回る利益があったものを還元していただくというのが、市と

しての統一的な考え方になります。実際の計画よりも収支の結果が良くなった、利益が出

たという場合には、基本的には経営努力の結果として、評価をすることを原則としており

ます。あとは、募集の段階で指定管理料の上限を設定して、その中で経営努力をしていた

だくということで考えてございます。 

○吉田部会長  いかがでしょうか。これで、この要項に基づいて募集されて、次の期間

の評価も始まっていく上で、ここで見直さないと、また先々の５年間は同じ形になるのか

なと思いますが。 

○稲垣委員  利益の計算の仕方がよく分からないのですが、内容を見ると、本体に対し

て、本社の管理料みたいな、管理経費みたいなものを計上しています。それは市の方で限

定して何％以下とか設定しないと、幾らでも減免してしまうと、利益をぎりぎりにしてし

まうとか操作可能ですよね。だからそういう管理料とか、そういう運営会社に払う本社経

費みたいなものの割合とか、何か縛りはないのですかね。 

○吉田部会長  今、稲垣委員おっしゃったのは、恐らく資料５－１の２２ページにかか

る還元額の計算のところになるかと思うのですが、当然、しかるべき本社経費というのは
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取られるべきだと思うので、そこに対しての違和感はないのですが、ただ、利益率の還元

額の計算式に当てはめたときに、本社経費で調整することによって、利益の還元額が発生

しないようなこともできるのではないか。という懸念だと思うのですね。その辺はどのよ

うな対応をされているのかご説明いただけますか。 

○小倉市民総務課長  施設の管理経費の中に、本社経費、管理経費を入れるかどうかと

いうのは、事業者の選択にしております。その上限額というのを特に市として決めている

ものではございません。ただ、全員に対しまして、事前に収支の計画を確認して、これで

良いといった額に基づいて実際に運営をしていただいた結果、こういうところを頑張った

ので経費が少なく済みましたというところの利益については、それは経営努力だろうとい

うふうにこちらは考えてございます。 

 まずは、先ほど申し上げましたが、市から出すお金の上限をしっかり決めておく。それ

に基づきまして毎年度、管理経費について計画を出してもらって、市が審査するというこ

とで対応しているというところでございます。 

○吉田部会長  本社経費は計画段階で基本的に出していただいたものを定額で年間のも

のとして入れていくという理解でよろしいですかね。 

○小倉市民総務課長  はい、そういうことです。 

○吉田部会長  １年間終わった段階で、経費を見直すというところはされていない。 

○小倉市民総務課長  それはございません。本社経費を入れる場合には、あらかじめ

何％にしますということを計画の段階から出していただきます。 

○吉田部会長  １千万円の利益の還元があるような施設もあれば、本日の市民活動支援

センターのように、指定管理料がそもそも２千万円弱というところもありますので、そこ

でのアンバランスな形をどうしても考えてしまいますので、利益の還元額の計算式自体が、

そもそも正しいのかどうかというところが懸念されますね。 

○小倉市民総務課長  当初、１０％というのを設定したというのは、法人企業統計調査

の売上高営業利益率というのをしんしゃくしまして、当時、平成２３年度から開始したの

ですが、その当時は、過去の５年間の営業利益を売上高で割ったものの平均が、全産業で

１．７％、当時の最高の産業の不動産業で約９．８％というものでございました。そして、

それを超えた利益を還元してもらおうというのが、もともとの利益の還元の考え方でござ

いましたので、そういう設定をしたという経緯がございます。 

 直近ですと、不動産業は１２％から１３％くらいではあるのですが、それでもやはり全

平均は４％程度というところで、そういった考え方でございます。 

○吉田部会長  そういった、全産業というのも考えた場合ということですが、全産業の

数字を当てはめようとするのがどうかというところの違和感は、委員の皆様はあるのかな

とは思います。パーセントでは良いですが、実際に１千万円を超える収支が指定管理者に

いくというのは、収入が増えた、特に利用料収入が増えたことによるってものであれば、

それは本当に経営努力だと思うのですね。 

 ただ、計画段階でやはり経費を出されて、それに基づいて指定管理料を決められていて、

結局そこから大幅に経費が削減されたのであれば、そもそも指定管理料の計算の式がおか

しかったのではないかという話にはなるのかなと感じていますが、当初の指定管理料を決

められる段階で、しっかり経費の精査をしなければならないところで、委員の手元に来る
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ものでは、そこまでの数字を見ることができないので、そこを所管のほうでしっかり見て

いくのかどうかというところですね。一旦決めてしまうと、もう５年間、当初決まった金

額でいただいておりますという回答しかありませんので、この段階で、特に過大な収支が

あったのではないかといった施設については、再度指定管理料を精査されてほしいなとい

うのが、私としての意見です。 

 毎年、数百万円の利益が上がるってなかなかないですし、かといって、指定管理者自体

が、たくさんの施設を担当されているのに、それに掛け算をしたほどに利益を稼いでいな

いとなると、正直なところ千葉市でもうかった分で、よその市町村を賄っていることにな

り、それは千葉市の皆さんのプラスに働いていないのではないか、千葉市民のための指定

管理になっていないのではないかという感覚にも陥りますので、指定管理料の算定をしっ

かりと精査していただきたいと思います。 

○稲垣委員  建築の入札みたいに、比較する価格というのがないから難しいのですよね。

それで全産業になっちゃったのでしょうけれども。結局、同じような民間基準をもってこ

られないですからね。だから難しいですね。 

○日野委員  産業別みたいな指標に基づいてといった画一的な形がなじまないという点

もありますし、また、各年度の経済事情も反映される必要もありますよね。このパーセン

トで良いのかどうかという具体的議論は必要かもしれないですね。 

○吉田部会長  千城台コミュニティセンター、１年間やれば１千万円もうかるよと言っ

たら、みんなやりたいですよね。 

○日野委員  そうですよね。 

○吉田部会長  指定管理者はたくさんの公共団体を担当されているので、千葉市はもう

かるよ、みたいになってしまっていると、それは千葉市民にとってはあまり良くないこと

だと思います。そもそもの利用料収入がかなり見込めるのであれば、指定管理料をしっか

りと抑えるとか、もうかってはいけないわけではないのですが、もうかり過ぎるのってど

うなのかという感覚は失ってはいけない部分なのかなと思います。 

○小倉市民総務課長  指定管理者制度導入は、民間活力の導入、ひいては、その結果と

して管理経費の縮減を図るというのが目的の１つでございますので、やはり利益が出なけ

れば逆に民間事業者に手を貸していただけませんので、一定の利益は当然ながら確保して

いただく。一方で、ご指摘のように、特に管理経費が当初の見積りと実績で大きく違った

ときには、そこは不要な経費があった場合もあったのではないかと、毎年度の協議の中で、

しっかり見ていかなければいけないことだと認識しております。 

○吉田部会長  現在は、例えば、指定管理料の縮減という評価項目はありますが、そも

そもの計画段階の数値が上振れしたのか、下振れしたのか、そういったところでは、特段、

細かい評価には至っていないのかなと思いますので、本来の目的に見合った形でしっかり

と見てはいただきたいなと思います。 

○朝香委員  そこまで考えなくてもよいのかしらと思いながらの発言です。千城台コミ

ュニティセンターについてです。資料５－１の４ページなのですが、「ビジョン」があり

ますね。確かにコミュニティ活動というのは、コミュニティですから、その地域の人たち

との関わり合いを大切にするというのももちろんのことなのですが、「市民主体の住みよ

いまちづくり」となると、実際問題として、コミュニティセンターに集まってくる人は、
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何かをしたい団体が結構多いですよね。あとは個人的に何かの練習に使いたいとかという

のがほとんどだと思うのですね。ですから、例えば、コミュニティまつりとか、多分そう

いうことをして、連帯感を深めるというふうにおっしゃっていらっしゃると思うのですが、

少し大きく書かれ過ぎたのか。気になったもので。でもこれ、大切なことなので、お伺い

します。 

○吉田部会長  そうなのですね。そこの上段のビジョンに対しての成果指標に少しアン

バランス感がありますよね。 

○朝香委員  そうそう、ありますよね。 

○吉田部会長  なので、施設稼働率というものは指標としてどうなのだろうというのも、

継続して検討いただきたいですね。 

○朝香委員  あと、楽屋なのですが、若葉文化ホールと美浜文化ホール、確かに舞台の

大きさは違いますが、若葉文化ホールは楽屋が２つしかない、それも１２人くらいしか入

らない楽屋です。実際に今、お借りになっていらっしゃる方たちは、そこだけでは足りな

いですよね。例えばほかにリハーサル室とか、そこを楽屋代わりに使うということは可能

なのですか。 

○小名木文化振興課長  料金は別料金かかるのですが、空いていれば可能です。 

○朝香委員  そういう方たち、結構多いですか。 

○小名木文化振興課長  実態までは、申し訳ございません、把握していません。 

○朝香委員  そうですか。楽屋として使わせていただくことは当然有料だけれども可能

ということですね。 

○小名木文化振興課長  空きがあればということにはなりますが、可能です。 

○朝香委員  分かりました。それともう１つすみません。美浜文化ホールにはよく行く

のですが、ここに親子席４席がありますね。お子さんが入ってよい演奏会とか催物と、そ

れからお子さんは駄目ですよという催物、演奏会が当然ありますよね。そういうところに

親子席というのをつくられているというのは、どのような意味があるのでしょうか。 

○吉野文化振興課長補佐  やはり、小さい乳幼児のお子さんを連れた方は、なかなか鑑

賞の機会を持てないということがございます。お子さんがどうしても我慢できずに声を出

してしまうということもございますので、そういった方たちにも機会を提供しようという

ことで設置しております。 

○朝香委員  つまり親御さんのためにということですね。 

○吉野文化振興課長補佐  そうです。囲われて部屋のようになっているのですが、その

中に親子で入って見ていただくことで、皆さんと同じように鑑賞していただく場を設けて

いるということです。 

○朝香委員  そういうことですね。お子さんの泣き声とかが聞こえないというお部屋が

あ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  分かりました。 

○吉田部会長  ほかにございますか。 

○日野委員  資料５－２ですかね、「管理運営の基準」で、新型コロナウイルス感染防

止策ということで、１２ページに記されていまして、これから委員の方々も審査をしてい
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く中で、こういった新型コロナの対策やりますというように提案されて、具体的に評価を

するという場合には、例えば、資料５－６ですと、４ページ、提案内容審査の３（２）の

リスク管理の中で読み込むとかという、そういうやり方になるのですかね。私も初めてな

ので分からなかったのですが、コロナ対策であれば、リスク管理をしっかりしているなと

いうことで評価すると、そういう理解でしょうか。少なくとも感染防止策としてガイドラ

インに沿っている、新しい生活様式の実践例に従ってやるということが書いてあれば、点

数としては付与してよいと、そういうスタンスですかね。 

○吉野文化振興課長補佐  「選定基準」などとの整合をどうつけるのかということだと

思うのですが、提案でどういう形でそこを反映してくるかというのは、なかなか決め切れ

ないところがございますので、どこに記載してくださいというのは、考えが難しいところ

なのですが、私どもで想定していますのが、例えば先ほどの資料５－６にある審査項目で

いいますと、例えば「２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。」の「（５）業

務移行体制の整備」とか、「（８）設備及び備品の管理、清掃、警備等」と、こういった

ところに反映してくるパターンもあるでしょうし、一方で、先ほどおっしゃっていただい

たように「３（２）リスク管理及び緊急時の対応」、ここに入ってくるパターンもあるか

なというところで、その辺を網羅的に判断して、評価していくのかなと想定しております。 

○日野委員  新型コロナウイルス感染症ですと、とりわけ職員の方々の感染防止の観点

も重要ですので、従業員に関する項目に入るかもしれないし、他項目にも属する事項であ

ると位置づけることも可能ですよね。 

そのあたりのバランス感覚というのが、どこに入れてくるかによって点数のばらつき

も出るのかなというふうにも感じた次第ですし、あと、千葉市さんのほうでやってらっし

ゃる新型コロナウイルス感染症患者のリンク追跡を行うためのＱＲコードの読み取りとい

った、そうした内容を発展的に入れてくる提案者であれば、そこはプラス評価にすべきな

のかとか、そのあたりの評価の細かさなのですが、そのあたりを共有化しておいたほうが

審査を行う側からすれば、非常に助かると感じました。 

○吉田部会長  コロナに関連するのですが、指標に関しては、コロナの影響を除いて、

かつ、前年よりも低いものはそれを維持したという形になっているかと思うのですが、補

填とかも前回は、この間まではあったかと思うのですが、補填があるのは、緊急事態宣言

等が出た場合に、休館をお願いするような形のときで、やはり今後もあり得ることですか。 

○小名木文化振興課長  あり得ますね。現在も、緊急事態宣言が解除されている状態で

すが、コロナの場合の扱いについては、まだ協議することもございますので、その点も含

めて、補填の可能性はある、ないとは言い切れないです。 

○吉田部会長  不確定要素が多いので、現状はそういった問題、コロナの影響を、体制

としては加味しますが、数値目標としては入れない、指定管理料に関しても含めないとい

う方針であるという理解でよろしいですか。 

○小名木文化振興課長  募集に当たっては、特に含めないのですけれど、実際は、実施

したときの評価の部分に当たっては、加味していきたいとは考えております。 

○吉田部会長  また、１０月の評価のときに、どのような事態になっているかもまた分

からないですからね。 

 皆さん、今の時点でご確認されておきたいご質問はほかにいかがでしょうか。 
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○日野委員  もう１点だけ質問なのですが、資料５－１の１ページ目の第５段落目、

「また」というところなのですが、「千城台コミュニティセンターとの併設なので」とい

うのは、表現が柔らか過ぎますので、「コミュニティセンターと併設しているため」とい

った表現ぶりにしていただくとよろしいかと思います。 

○小名木文化振興課長  そのように表現を直させていただきます。 

○八木委員  あともう１個だけ、資料５－３「千葉市若葉区千城台コミュニティセンタ

ー管理運営の基準」で、１１ページ、ちばシティポイント制度の協力も業務の一環として

入っているのですが、美浜のほうは見当たりません。そこは、特に共通する必要もないと

いう理解で良いですかね。 

○筒井地域づくり支援室長  ちばシティポイントは、スポーツ施設の利用が対象になり

ますので、千城台コミュニティセンターだけということでございます。 

○八木委員  そこは問題ないのですね。分かりました。 

○吉田部会長  いかがでしょうか。 

○八木委員  すみません、事務的なことというか僕の作業の確認をしたいのですが、評

価の点数をつけるときに、委員が評価するものと、事務局で採点をするものとが、混じっ

ているのですが、具体的にどれを僕の方で評価するのかという項目を教えてもらってよろ

しいですか。後ろに書いてあるのだと思うのですが、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」、

「Ｅ」が書いているところが我々ということになるのでしょうか。 

○小名木文化振興課長  委員さんによる評価を行わないものを６ページに明記してござ

いますが、それを４ページに合わせますと、２（１）、５（２）、６（１）、（３）、

（４）となります。 

○八木委員  この６ページの「ｂ」というところは、我々が評価しないところで、基本

的には、それ以外は点数をつけたり、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」をつけたりということです

か。 

○小名木文化振興課長  はい。おっしゃるとおりです。 

○吉田部会長  よろしいでしょうかね。 

 それでは、「千葉市文化ホール等」の募集条件、審査基準等に関しまして、委員の皆様

からいただいた意見につきましては、十分反映をさせていただきたいと思います。 

 修正がございましたら、私と事務局で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した。 

 以上で、議題２を終了します。 

 次に、議題３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。 

○小倉市民総務課長  それでは、指定管理者選定に係る今後の予定について説明いたし

ます。 

 本日、机上配付いたしました資料６をご覧ください。 

 本日ご審議いただきました募集条件、それから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をいたします。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。その応募者につきまして、１０月

９日、１６日、３０日に予定しています第４回から第６回までの市民・文化部会のいずれ
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かにて、委員の皆様方に審査、選定をしていただきます。選定していただいた結果につき

ましては、吉田部会長から選定評価委員会の横山会長へご報告いただきまして、その後、

会長から市長宛に、委員会の意見として答申をいただきます。その答申を基に、指定管理

予定候補者を決定し、仮協定を締結した後、１１月に開会予定の令和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月からの管理を開始することとなります。 

 以上でございます。 

○吉田部会長  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

すか。よろしいですかね。 

（なし） 

○吉田部会長  では、最後に、全体を通して、委員の皆様からほかにご質問、ご意見等

はございますか。 

 冒頭に事務局からもございましたが、今回は、資料が手元に届くのが、大変遅くて皆さ

ん、内容を確認する十分な時間がなかなか取れなかったかと思います。事前準備というも

のがとても重要になるかと思いますので、事務局におかれましては、お忙しいところとは

思いますが、十分な検討時間を確保していただくように重ねて申し上げます。どうしても

遅くなってしまう場合には、五月雨式など、柔軟な対応をお互いにしていきたいなと思っ

ておりますので、委員の皆様もご協力よろしくお願いいたします。 

 では、皆様のご協力によりまして、本日の議事は、すべて終了しました。ありがとうご

ざいました。 

 事務局にお返しします。 

○小倉市民総務課長  本日は長時間にわたりまして、慎重なご審議、ありがとうござい

ました。以上をもちまして、令和２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第３回市

民・文化部会を閉会いたします。 

 また、本日の会議録等はまた皆様方にご確認をお願いいたしますので、よろしくお願い

いたします。委員の皆様、本日は、お忙しい中、ありがとうございました。 

 

※市民活動支援センターのちばさぽ通信については、従来から紙媒体の配布だけでなく、

施設ホームページでのＰＤＦ公開もされている旨、指定管理者に確認した。 


