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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５回市民・文化部会 

 

１ 日時：令和２年１０月３０日（金） １０：００～１５：００ 

 

２ 場所：千葉市議会棟３階 第５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）、朝香 桂子委員、 

八木 直人委員 

（２）事務局 

川並市民自治推進部長、那須生活文化スポーツ部長、 

小倉市民総務課長、横山市民総務課長補佐、石橋主査、大嶋主査、鈴木主任主事、中里

主事、 

片岡地域安全課長、山下主任主事、 

小名木文化振興課長、吉野文化振興課長補佐、榎本主査、布施主任主事 

 

４ 議題： 

（１）形式的要件審査（第１次審査）及び提案内容審査（第２次審査）の概要について 

（２）管理運営の基準等及び提案について 

ア 千葉市中央コミュニティセンター 

イ 千葉市栄町立体駐車場 

ウ 千葉市民会館及び千葉市文化センター 

（３）今後の予定について 

（４）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）形式的要件審査（第１次審査）及び提案内容審査（第２次審査）の概要について 

形式的要件審査（第１次審査）及び提案内容審査（第２次審査）の概要及び審査の流れ

について、事務局より説明した。 

（２）管理運営の基準等及び提案について 

ア 千葉市中央コミュニティセンター 

千葉市中央コミュニティセンターの管理運営の基準等について施設所管課から説明の

後、申請者のヒアリングを実施し、意見交換を経て、「シンコースポーツ株式会社」は

千葉市中央コミュニティセンターの管理を適切かつ確実に行うことができるものと認め

られた。 

イ 千葉市栄町立体駐車場 

千葉市栄町立体駐車場の管理運営の基準等について施設所管課から説明の後、申請者

のヒアリングを実施し、意見交換を経て、「アマノマネジメントサービス株式会社」は

千葉市栄町立体駐車場の管理を適切かつ確実に行うことができるものと認められた。 
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ウ 千葉市民会館及び千葉市文化センター 

千葉市民会館及び千葉市文化センターの管理運営の基準等について施設所管課から説

明の後、申請者のヒアリングを実施し、意見交換を経て、「公益財団法人千葉市文化振

興財団」は千葉市民会館及び千葉市文化センターの管理を適切かつ確実に行うことがで

きるものと認められた。 

（４）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。 

（５）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： 

○横山市民総務課長補佐  委員の皆様におかれましては、お忙しい中をお集まりいただきま

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年度の千葉

市市民局指定管理者選定評価委員会の第５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、市民総務課長補佐の横山でございます。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７条第３号及び第５号」、また、「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等の作成について（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）」に定める非公開事項に該当す

ることから、すべて非公開といたします。 

 また、本日は、新型コロナウイルス感染症対策として、十分な換気等を行うため、一時的に

窓を開放しております。定期的に窓を開放し換気を行わせていただきたいと思います。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、適宜、手指消毒にご協力ください

ますようお願いいたします。 

また、職員はマスクを着用しておりますので、ご了承ください。 

 それでは、委員の皆様のご紹介ですが、前回の部会から変更はございませんので、恐れ入り

ますが、資料２の「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会市民・文化部会委員名簿」をもち

まして、ご紹介に代えさせていただきます。 

 続きまして、事務局職員につきまして、ご紹介いたします。 

 市民自治推進部長の川並でございます。 

 千葉市中央コミュニティセンターを所管いたします市民総務課長の小倉でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、開会に当たりまして、市民自治推進部長の川並からご挨拶を申し上げます。 

○川並市民自治推進部長  市民自治推進部長の川並でございます。本日はお忙しい中、ご出

席いただきありがとうございます。 

 今年度は、複数の施設の指定管理予定候補者を選定していただく時期でありますことから、

部会の開催が多くて大変恐縮しております。 

 本日は、「千葉市中央コミュニティセンター」と「千葉市栄町立体駐車場」、それから「千

葉市民会館及び千葉市文化センター」について、提案内容の第二次審査を行っていただくこと

になります。 

 委員の皆様方には、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、挨拶と代えさせていただきます。 

 本日もよろしくお願いいたします。 
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○横山市民総務課長補佐  それでは、議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきま

す。 

 まず、机上にございます「次第」、「席次表」、「会議資料一覧」、「審査票」、「委員か

らの事前質問に対する回答」でございます。よろしいでしょうか。 

 次に、本日の会議資料として、青色のファイル、各申請者からの「指定申請書類」及び「提

案書」をそれぞれファイルにつづって机上にご用意しております。 

 「会議資料一覧」に記載のある資料に不足等ございましたら、お知らせいただきますようお

願いいたします。よろしいでしょうか。 

 続きまして、会議の成立について、ご報告いたします。本日は、稲垣委員から欠席のご連絡

をいただいておりますので、全委員５名のうち４名にご出席いただいており、半数以上のご出

席がありますので、「千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例第１１条第７項

において準用する第１０条第２項」に基づき、会議は成立しております。 

 では、これより、議事に入らせていただきます。これからの議事につきましては、進行を吉

田部会長にお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○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。本日、１日

という長丁場になりますが、どうぞご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 議題１の「形式的要件審査（第１次審査）及び提案内容審査（第２次審査）の概要につい

て」に入ります。 

 事務局よりご説明をお願いいたします。 

○小倉市民総務課長  それでは、ご説明させていただきます。 

 はじめに、形式的要件審査（第１次審査）の概要につきましてご説明いたします。 

 資料３－１「形式的要件審査結果一覧」をご覧ください。 

 今回は非公募施設についてご審議いただきますが、この形式的要件審査（第１次審査）につ

きましては、先日開催いたしました第４回の部会にてご審議いただきました公募の場合とほぼ

同様の内容となっております。申請者が「選定要項」に定める申請資格の各要件を満たしてい

るか、また、失格事由に該当するものでないかにつきまして、申請者から提出された書類によ

り、確認するものでございます。申請資格・失格事由につきましては、資料３－１に記載のと

おりでございます。 

 続きまして、非公募の場合の提案内容審査（第２次審査）の審議方法と具体的な審議の流れ

について、ご説明いたします。 

 まず、審議の方法でございますが、申請者から提出されました「提案書」の内容が市で作成

いたしました「選定要項」及び「管理運営の基準」の内容に適合しているかどうかにつきまし

て、委員の皆様にご審議をいただきたいと存じます。 

 次に、審議の流れでございますが、資料１「第５回市民・文化部会進行表」をご覧ください。

「（２）管理運営の基準等及び提案について」の「ア 千葉市中央コミュニティセンター」の

下に「施設所管課から説明」とありますが、まず、施設所管課より「非公募となった経緯」及

び「選定要項」、「管理運営の基準」並びに「選定基準」につきまして説明をさせていただき

ます。また、形式的要件審査（第１次審査）結果につきまして、ご報告いたします。 

 続きまして、「団体の財務状況及び経営状況」につきまして、公募の場合と同様、公認会計

士であります吉田部会長より計算書類等に基づきご説明をお願いしたいと存じます。 

 財務状況等をご説明いただいた後、申請者に入室していただき、申請者へのヒアリングを行

います。その際、最初に申請者より、自己紹介を含め、提出した「提案書」につきまして、１

０分以内で説明をしていただきます。その後２０分間の質疑応答を行っていただきますので、
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申請者へご質問がある場合は、この時間にご発言をお願いいたします。なお、２０分が経過い

たしましたら、申請者には退室をしていただきます。 

 申請者の退室後、申請者から提出された「提案書」の内容が、「選定要項」及び「管理運営

の基準」の内容に適合したものであるか、あるいは不適合であるかにつきまして審査をしてご

判断いただきます。審査につきましては、資料３－４「選定基準」の４ページの「３ 提案内

容審査」の審査方法や審査の視点をご参照の上、机上にお配りいたしました資料３－５の「審

査表」の「評価」欄に「○」又は「×」をつけていただきます。 

 皆様の記入が終わりましたら、一度事務局にて「審査表」を回収させていただき、皆様の審

査結果を集計いたします。集計の間、委員の皆様は休憩を取っていただきます。 

 その後、「審査結果集計表」をお配りいたしますので、その「集計表」とご自身の「審査

表」を基に、「提案書」の内容に関して「より良い管理運営とするためにここはこうすべきで

ある」などといったご意見等、意見交換していただき、最終的に部会としての意見を取りまと

めていただきたいと考えております。 

 なお、仮に、委員がお一人でも「×」と判定した項目があった場合には、資料３－４「選定

基準」の４ページの「（１）審査方法」の中ほどにございますが、部会として、「○」と判断

するか、条件を付して「○」と判断するか、あるいは申請者に当該審査項目に係る提案内容の

修正を求めるか、もしくは失格とするか、この場で決定していただくこととなります。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。 

 ただいまの事務局からの説明について、委員の皆様から何かご質問はございますか。 

（なし） 

○吉田部会長  前回の場合は、公募だったので、皆さんには「Ａ」から「Ｅ」の評価をして

いただいたかと思うのですが、本日は非公募なので、「○」か「×」かをつければ良いという

ことの違いをご認識いただくということでよろしいですか。 

○小倉市民総務課長  はい。よろしくお願いします。 

○吉田部会長  では、続きまして、議題２「管理運営の基準等及び提案について」に移りま

す。 

 まず、「千葉市中央コミュニティセンター」の審査を行います。 

 事務局より、非公募となった経緯及び管理運営の基準等、また、形式的要件審査（第一次審

査）結果についてご説明をお願いいたします。 

○小倉市民総務課長  それでは、始めさせていただきます。 

 はじめに、今回の選定を非公募とした経緯及び現在の指定管理者を選定する理由につきまし

て説明させていただきます。 

 千葉市中央コミュニティセンターにつきましては、体育館、柔道場、剣道場が施設の一部に

ございますが、この体育館、柔道場、剣道場につきましては、弁天にございます千葉公園で現

在整備を進めている、新しい体育館に機能を集約することとなっております。この新しい体育

館は令和４年度中の供用開始を予定しておりまして、供用開始に合わせて、当コミュニティセ

ンターの体育館、柔道場、剣道場は利用を停止することになっております。そのため、体育館

等の機能集約の前後では当コミュニティセンターの管理条件に大きな変動が生じるため、令和

３年度からの次期指定期間は、令和４年度末、令和５年３月３１日までの２年間とすることに

いたしました。 

 そして、原則５年間としている指定期間を２年間に短縮することから、市民サービスの低下

を招くことなく管理運営の継続を可能とするため、指定管理者の選定は非公募として、現在の
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指定期間を含めまして、２期９年半にわたりまして、このコミュニティセンターの管理運営の

実績があり、その間の評価についても良好である現在の指定管理者を選定することといたしま

した。 

 続きまして、「選定要項」、「管理運営の基準」及び「選定基準」についてですが、特にご

留意いただきたい箇所や、新たに記載した箇所を中心に説明をさせていただきます。 

 まず、資料３－２「選定要項」でございます。「選定要項」は、指定管理予定候補者の選定

に関しまして必要な事項を定めたもので、選定の趣旨や管理対象施設の概要のほか、選定手続

や申請に関する事項などを明記したものでございます。 

 ３ページをお願いいたします。「３ 選定の概要」ですが、指定期間は、先ほど申し上げま

したとおり、令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの２年間としております。 

 次に、「４ 管理対象施設の概要」でございますが、設置目的、ビジョン、ミッションとも

に現在の内容と変更はなく、市民のコミュニティ活動の場を提供するための施設としておりま

す。 

 ５ページをお願いいたします。「（４）施設の概要」でございますが、中央コミュニティセ

ンターと、次の６ページに記載の松波分室を含めての選定になります。 

 続きまして、６ページの「（４）指定管理者制度導入に関する市の考え」ですが、市として

は、指定管理者が民間事業者としてのノウハウを活用した質の高いサービスを提供するととも

に、魅力的な事業の企画や効果的な広報活動を実施することなどにより、施設の利用が促進さ

れることを期待しています。 

 その達成度を測定するための成果指標を、サークル室等の諸室は「施設稼働率」とし、体育

館、柔道場、剣道場にプールを加えましたスポーツ施設につきましては「施設利用者数」とし

まして、諸室の施設稼働率は中央コミュニティセンターが４５％以上、松波分室は５４％以上、

スポーツ施設利用者数は１２万７千人以上を指定管理者が達成すべき数値目標として設定いた

しました。 

 中央コミュニティセンターと松波分室の諸室稼働率につきましては、平成２８年度から、従

来は使えなかった市外在住者や民間企業に利用対象者を拡大したことによりまして、今の指定

期間については好調に推移してきましたが、利用対象者の拡大から５年経過する次期指定期間

については、継続した伸びは期待できないこと、また、スポーツ施設利用者数につきましては、

夏のプールの営業開始時期が早まっていること、それから、設備の老朽化などの状況から、今

後も大幅な上昇は期待できないこと踏まえまして、諸室稼働率、それからスポーツ施設利用者

数ともに年０．５％ずつ上昇させることを努力目標として設定しまして、平成３０年度の実績

値を基礎として数値目標を設定しております。なお、この目標につきましては、新型コロナウ

イルス感染症の影響を加味せずに設定しているところでございます。 

 続きまして、「５ 指定管理者が行う業務の範囲」につきましては、次の７ページに記載の

とおりでございます。詳細は、「管理運営の基準」に記載をしております。 

 ６番以降は、主に選定の手続について記載しております。「選定要項」につきましては、以

上でございます。 

 続きまして、「管理運営の基準」について、説明させていただきます。資料３－３でござい

ます。「管理運営の基準」につきましては、時間も限られておりますので、現在の指定期間の

基準から大きく変わった部分につきまして、説明させていただきます。 

 まず、９ページをお願いします。「（４）新型コロナウイルス感染防止策の実施」でござい

ますが、利用者に安全に利用していただけるよう、「新しい生活様式の実践例」や関連する感

染拡大予防ガイドラインを実践し、適切な感染拡大防止策を実施することとしております。 
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 続きまして、１０ページをお願いします。「（ウ）Ｗｉ-Ｆｉサービスの提供」ですが、利用

者支援の１つとして、ロビー等で利用者が無料でインターネットに接続できる環境を整えるよ

う、新たに仕様として項目を追加しております。「管理運営の基準」につきましては以上でご

ざいます。 

 続きまして、資料３－４「選定基準」につきましてご説明いたします。 

 ４ページをお願いいたします。「３ 提案内容審査」の「（１）審査方法」でございますが、

各審査項目につきましては、それぞれの基準に照らし「○」、「×」いずれかで評価をしてい

ただきます。 

 各審査項目の基準につきましては、「管理運営の基準等で設定した水準どおりの業務が行わ

れることが見込まれる」場合には「○」、「管理運営の基準等で設定した水準に満たない業務

が行われるおそれがある」場合には「×」ということでございます。なお、５ページの表のグ

レーで塗ったところですが、２の「（１）団体の経営及び財務状況」、それから７ページの同

じくグレーで塗りました、４の「（７）成果指標の数値目標達成の考え方」、及び５の

「（１）収入支出見積りの妥当性」につきましては、それぞれ固有の基準を設定しております。

「選定基準」につきましては、以上でございます。 

 続きまして、形式的要件審査（第１次審査）の結果につきましてご報告いたします。 

 資料３－１「形式的要件審査（第１次審査）結果」をご覧ください。資料では、審査員資格

の「ケ」が確認中となっておりますが、千葉県警察に照会を行いまして、今回のシンコースポ

ーツ株式会社又はその役員が、千葉市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団

密接関係者でないことの確認ができたところでございます。したがいまして、シンコースポー

ツ株式会社につきましては、申請資格の各要件を満たしており、失格事由のいずれにも該当し

ないことを確認しております。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。ただいまのご説明について、何かご質問はござい

ますか。 

○日野委員  新体育館が千葉公園に造られるということなのですが、その情報は指定管理者

へも伝わっているということでよろしいでしょうか。 

○小倉市民総務課長  はい。伝えた上で、２年間ということで期間を区切っています。 

○日野委員  分かりました。ありがとうございます。 

○吉田部会長  そうすると、令和４年のときには、こちらのプールとコミュニティセンター

としての指定管理者の公募があって、新体育館についてもそのような形になるという見込みと

いうことですか。 

○小倉市民総務課長  それぞれの施設について公募をするかどうかは、その時点で判断させ

ていただきますが、新たな指定管理者を選定するということでございます。 

○吉田部会長  分かりました。この２年間の現状の維持をしていただくために今回は非公募

にしたということでよろしいですよね。 

○小倉市民総務課長  はい。 

○吉田部会長  ほかに、ご質問ございませんでしょうか。 

（なし） 

○吉田部会長  では、続きまして、提案内容審査に入ります。 

 「審査表」の２の「（１）団体の経営及び財務状況」について、公認会計士である私から、

計算書類等を基にご説明したいと思います。 

（※経営及び財務状況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。） 
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○吉田部会長  先ほど説明のありました「選定基準」の「（２）審査項目及び審査の視点」

を見ますと、財務状況につきましては、過去３年間の財政状態、経営成績から指定期間中、施

設管理を行うに当たって支障となるような財務リスクが少ない場合が「○」ということですの

で、こちらは「○」と判断してよろしいかなと思います。最終的なご判断は、今の話を踏まえ

まして、委員の皆様がご判断いただければと思います。 

 私のほうからは以上ですが、何かご質問ございますか。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○吉田部会長  それでは、これから、シンコースポーツ株式会社へのヒアリングを行いたい

と思います。シンコースポーツ株式会社の皆様をこちらへご案内ください。 

［シンコースポーツ株式会社 入室］ 

○吉田部会長  それでは、これからヒアリングを行います。よろしくお願いいたします。１

０分間で、本日の出席者の紹介と、提案内容について簡潔にご説明をお願いします。ご説明が

終わりましたら、当部会の委員から質問させていただきますので、お答えいただきますようお

願いします。時間もございませんので、着座のままお進めいただければと思っております。 

 それでは、ご説明よろしくお願いします。 

○シンコースポーツ株式会社（打林）  本日は、プレゼンテーションの機会をいただきまし

て、誠にありがとうございます。私、シンコースポーツ千葉支店支店長の打林と申します。よ

ろしくお願いいたします 

○シンコースポーツ株式会社（林）  千葉支店運営部の林と申します。よろしくお願いいた

します。 

○シンコースポーツ株式会社（清水）  中央コミュニティセンターの責任者候補になります

清水と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○シンコースポーツ株式会社（打林）  以上３名によりますプレゼンテーションを始めさせ

ていただきます。それでは、よろしくお願いいたします。 

○シンコースポーツ株式会社（林）  これから説明させていただく提案の内容は、すべて今

までの経験に基づく実現可能な提案であり、明確な裏付けがあることをここに宣言いたします。 

 それでは、お手元の「提案書」中段にありますインデックスの団体の概要から説明させてい

ただきます。当団体は、昭和５３年に設立、総従業員２，８００名を有する公共スポーツ施設

の運営を専門に行っている企業です。現在の指定管理者実績は、全国３２２施設の指定管理者

として９４の自治体から指定を受けております。また、千葉市中央コミュニティセンターの目

の前に千葉支店を設置し、連携体制を構築しております。 

 それでは、「提案書」の１ページをご覧ください。当団体の基本方針について説明いたしま

す。私どもは、千葉市が掲げる基本計画の実現に向け、「人と人がつながり未来へつなぐ」を

基本理念に掲げました。市民のコミュニティ活動の拠点施設として、現指定管理者の実績に基

づき施設や地域の特性を踏まえ、サービス、安全、地域、公共性の四つのコンセプトに基づい

た取組みにより、施設のビジョン、ミッションを達成し、これまで以上に魅力と活力にあふれ

る施設づくりに貢献したいと考え、本件の申請を行いました。 

 ５ページをご覧ください。本件の事業スキームですが、運営業務全般をシンコースポーツが

担当し、専門性の高い維持管理業務や地域イベント事業においては、地元団体との確かなパー

トナーシップの下、それぞれの強みを生かした運営を計画しております。 

 １７ページをご覧ください。プールの安全管理について、説明いたします。当社は、全国２

００施設以上に及ぶプール管理実績に基づいた豊富な救助ノウハウを有しております。特に、

プールの安全管理については、監視員による安全監視のほか、監視体制をより強固にする取組
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みとして緊急通報システム、セーフティータートルを引き続き活用し、万全の体制で重大事故

の防止に努めてまいります。 

 続きまして、１９ページをご覧ください。令和２年３月より新型コロナウイルスの全国的な

感染拡大を受け、現在も行政と連携を図り、感染防止対策の強化に取り組んでおります。コロ

ナ対策で最も重要なことは、県、市内、近隣他市の感染状況を正確に把握し、感染状況に応じ

た休業措置の判断と、営業再開に向けた運用ガイドラインの策定、そして利用者受入れ時の感

染防止対策の徹底だと考えます。 

 ３０ページをご覧ください。私どもは、スポーツや文化活動を通じて、子どもの居場所づく

り、大人の生活習慣病対策、高齢者の健康づくり、生きがいづくりに取り組み、地域が元気に

なるまちづくりに貢献いたします。 

 ３１ページをご覧ください。施設休館時の運動サポートについて説明いたします。この先も

コロナの影響による臨時休館を視野に入れた柔軟な施設運営が求められます。当グループは、

施設休館時における市民の運動サポートとしまして、ホームページに当社独自の運動動画を配

信し、自宅での運動を推進してまいります。 

 ３５ページをご覧ください。施設の利便性向上施策としまして、公衆無線ＬＡＮの環境整備

を提案いたします。館内にＷｉ-Ｆｉを整備し、リアルタイムで情報収集のできる環境を整備す

る計画といたします。 

 ３９ページから４１ページをご覧ください。地域との連携事業について説明いたします。当

団体は、毎年１０月にコミュニティまつりを開催しております。当まつりでは、半年前から実

行委員会を立ち上げ、地元団体の協力の下、イベントの企画立案を行い、準備を進めておりま

す。地元幼稚園や中学校による演奏、合唱の発表会、ダンス、スポーツ教室の体験会、絵画や

工芸品の展示会など、様々なプログラムを実施し、約７千名の来館がありました。今年度は、

コロナの影響でイベントが中止となりましたが、来年度も地域と連携を図り、２日間で約１万

人の集客を目標にイベントを計画してまいります。 

 ５４ページから５５ページをご覧ください。地域連携について、地元の関連の協力団体と連

携した交流イベントの開催を計画いたします。 

また、地元企業との連携を図り、業務の再委託、物品購入、修繕等は市内事業者に発注し、

地域産業の活性化に貢献してまいります。当団体は、現在３６名の地元住民の雇用在籍があり、

地元雇用率は７６．５％になります。今後においても、障害者雇用も含めた地元雇用の促進を

積極的に図り、本件において地元雇用率８０％以上を目標に掲げます。 

 最後に本事業の成果目標について、説明いたします。４２ページをご覧ください。 

 まず、中央コミュニティセンターの施設稼働率は、利用者が使用する備品の充実による新た

な顧客獲得により、４５％以上の稼働率を目標とします。 

 また、松波分室では、近隣自治会とのつながりを持つことで、利用促進や教室、イベント等

の充実により５４％以上の稼働率を目標に取り組みます。 

 これら成果目標については、指定管理者としての実績や多彩なサービス向上施策を根拠とし

た実現可能な目標値に設定しております。 

 千葉市中央コミュニティセンターと松波分室は、引き続きシンコースポーツにお任せくださ

い。人と地域、コミュニティ活動の拠点施設として、未来に向けて魅力と活力にあふれたまち

づくりに貢献できるよう、全力で取り組んでまいります。ご清聴ありがとうございました。 

○吉田部会長  ありがとうございました。それでは、委員の皆様からご質問がございました

ら、お願いします。 

○八木委員  資料の３７ページに、新たなご提案ということだと思うのですが、施設運営協
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議会の設置を提案されるということで、地域との結び付き、ガラス張りの運営ということを掲

げられているのですが、これはどういうような運営の形で、どういう方々を選んでいくのかと

いうことを考えられているのか、お聞かせください。 

○シンコースポーツ株式会社（清水）  まず、中央コミュニティセンターを利用していただ

いている関連団体の皆様、あとは地域で活動している方たちなど、いろいろな方がご利用して

いただいていますので、その中でご協力をいただきながら、運営を目指しております。 

○八木委員  基本的に、今の利用者の方にご意見をいろいろと伺うような形ということです

か。 

○シンコースポーツ株式会社（清水）  そうです。我々は運営する立場でありまして、そこ

をご利用するのは市民の方になりますので、市民の方がどのように安全安心で楽しい施設を構

築できるか、そのお手伝いをするのが我々の役目だと思っております。基本的には我々２年間

の指定管理というのをいただいていますが、千葉市の次世代を担うように取り組んで、過去も

やってきておりますので、まずは子どもやファミリー層、また、お年寄りの方も来て安全に楽

しいと感じていただく施設運営を考えております。 

○八木委員  そうすると、年齢構成としてはお子さんとかのご意見も反映されるような方も

入れるということですか。 

○シンコースポーツ株式会社（清水）  もちろんです。 

○八木委員  分かりました。これと少し関連して、次のページでミステリーショッパー、覆

面調査員のような形で顧客満足度調査の導入を計画というふうにあるのですが、今のアンケー

ト調査と絡めて、これはどういう形で調査員の方を選定されるのか、それについて教えてくだ

さい。 

○シンコースポーツ株式会社（打林）  これは、ある企業と契約を結んでおりまして、弊社

で、今、３２２施設、指定管理者の管理運営をやらせていただいておりますが、その施設を無

作為に、どの時期に行くか全く分からない状態で、年間通して各施設を回っていくといったよ

うな形になります。本年度はコロナの影響であまりできなかったのですが、その計画をその会

社さんと一部の会社の役員が調整を図った状態で、いきなり答えが出てくるというようなもの

です。一般の登録されている方として施設に来られて、実際に利用して、スタッフの対応がど

うだったか、施設の維持管理状況はどうだったのか、自分が実際に使ってみて快適だったのか、

安全性は高いのか、そういったような観点で、２００点満点で点数をつけられて、それに対す

るフィードバックがございまして、それを受けて施設の改善点というものを決めて、その先の

運営に当てていくというようなことになります。この案件に対して、いつ来るというのが分か

らない状況ではあるのですが、管理をしている中でいずれ必ず来るということですので、外部

の第三者評価というのは、非常に重要だと思っていますし、自己モニタリングだけでとどまら

ないような管理運営をしながら改善を図っていきたいなと思っております。 

○八木委員  そうしますとこの施設というよりは、シンコースポーツさんのほうで会社とし

て、ローテーションで入られていく一環ということですね。 

○シンコースポーツ株式会社（打林）  そうです。そちらが来た場合には、情報としまして、

良い結果であっても、悪い結果であっても、必ずそれを行政様に一度ご転送させていただいて、

実際にこうだったので、こう改善しますという改善策もご提出させていただくというところで

今取り組んでおります。 

○八木委員  分かりました。ありがとうございます。 

○吉田部会長  ほかにご質問ございますか。 

 朝香委員、お願いします。 
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○朝香委員  「提案書」の１６ページ、建築設備機器管理業務の中に点検項目ということで、

体調不良者の確認という言葉がございますね。これは、少し難しいかしらと思ったのですが、

どのような方法で見つけ出すのでしょうか。 

○シンコースポーツ株式会社（打林） 基本的には、通常の日常的な管理の中で施設のお客様

のすべての方を管理するというのは、非常に難しいのですが、定期的な巡回というのをまず決

めています。それと同時に、防犯対策という面もありますので、スタッフ全員が同じ時間帯に

回るのではなく、時間を定めないときにも巡回しながら、その中で各フロアを確認して、体調

が悪い方等に関しては確認をさせていただきます。 

○朝香委員  ご様子を見てということになりますか。 

○シンコースポーツ株式会社（打林）  そうです。 

○朝香委員  結構そういう方はいらしたりするのですか。 

○シンコースポーツ株式会社（清水）  まず、声がけをさせていただきまして、特に寒い時

期にお年寄りの方、それとトイレ、あとプールから出たときのヒートショック、そういったと

ころをかなり注視しています。もう１つは、夏場の体育館とか、柔道場での暑さ対策、やはり

そこで無理をしてやる方が非常に多くいまして、そこに関しては、こちらのほうから、利用を

中止したほうが良いのではないですかとお声がけします。結構、毎日来られる方も多いですか

ら、やはり会話をするということがとても大事なのですね。その中で異変を感じたりとか、会

話の中から体調が悪いと聞いて、では血圧を測ってみようと、そしてこれは危ないから病院に

行ったほうが良いのではないですかといって、そのまま入院される方もいらしたりとか、そう

いったこともありましたので、未然に事故を防止できていると自負しております。 

○朝香委員  そうですか。 

○シンコースポーツ株式会社（清水）  一番は会話だと思います。 

○朝香委員  ありがとうございます。もう１つ、そこのページで、定期点検のところに空調

がなしとなっていますね。この理由はどのようなことなのでしょうか。 

○シンコースポーツ株式会社（清水）  こちらは中央コミュニティセンターにつきましては、

ビル管理会社のほうが統括してやっておりますので、我々ができることというのは、ある程度

の清掃とか、松波分室につきましては、家庭用のエアコンなので我々のほうで清掃したりとか、

点検をしたりとかして維持管理は進めて、お客様に快適な空間を提供しています。 

○朝香委員  分かりました。ありがとうございました。 

○吉田部会長  日野委員、どうぞ。 

○日野委員  では、２つお聞かせください。１つは、施設の保守管理の件です。昭和４９年

にコミュニティセンターができてからかなり経っていて、老朽化していますよね。私も以前に

拝見したところ、老朽化が著しく、例えば床が剥がれていたりしています。そういったところ

の保守点検、１５ページのいわゆる定期点検のスパンについて教えてください。また、それに

伴って、マンパワー上の問題はないのかというところの説明をまずいただきたいと思います。 

○シンコースポーツ株式会社（清水）  まず、大きい分けだと２点です。我々が保守点検で

きること、もう１つは事業者さんが入らないとできないこと、２つ分けるのですが、大きいと

ころにつきましては、千葉市の市民総務課様のほうと協力しながら、相談して計画的に実施を

しております。 

 もう１つは、指定管理でできること、これは、緊急性が高いものから順次やっておりまして、

まず安全性ですね、あとは事故が起きそうなところに関しては、事前にできるだけ我々でやり

ながらも、事業者のほうにご意見を聞きながら協力してやっていただきます。ただ、毎日のこ

とになりますので、特にご指摘いただいた床のＰタイルに関しては、かなり劣化しているため、
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やってもなかなか追いつかないという現状があります。ただ、そうはいいましてもやらないと

事故につながりますので、最低限の安全を確保できるような保守メンテナンスはやっています。

今後につきましては、そこも千葉市様と相談しながら、できるだけ指定管理のほうで努力しな

がらやってまいりたいと思います。 

○日野委員  市民の方が利用されるので、まずは安全第一でお願いしたいと思います。 

 もう１点、「提案書」１３ページの「②職員研修計画」のところで、「新たに職員を雇用す

る際には」とありますが、今働いていらっしゃる職員の方への研修制度というのをお聞かせく

ださい。 

○シンコースポーツ株式会社（清水）  まず、全体研修を年３回実施しております。内容に

関しては、マニュアルの確認、あとお客様の声ですね。どうしてもやっているうちにだんだん

自分たちの感覚になりやすくなるのです。そうすると、お客様が置いていかれてしまう状況に

なりますので、まず、お客様の声をしっかり聞くということと、モニタリングで客観的なご意

見があったときに、それをきちんと素直に受け入れられるかという自己評価です。我々は一生

懸命頑張ってやっているのだよということではなくて、利用者の方はどう見られているのか、

評価してくれているのか。そこが一番大事なところになりますので、そこの研修をまずはやっ

ております。 

 プールについては、やはり水難事故というのは非常に大きいです。お客様のお叱りを受ける

というのは、期待をされているということで、サンプルでもあるのです。私自身の考えとして

は、苦情ではなくて、それはすべて意見で、お客様が我々を思って言ってくれていることなの

で、それをしっかりと受けて対応するということです。 

 ただ、命が１つなくなりますと、これはもう大惨事になりますので、プールについても、体

育館についても安全第一です。過去には、お子さんが亡くなったとか痛ましい事故が聞かれま

す。まず、それは起こさないということです。中央コミュニティセンターに来たら、安心・安

全で楽しく、今日はよかったね、プール楽しかったねと、そう言って帰っていただける施設を

目指していますので、そこに関してはシンコースポーツにお任せいただければと思います。 

○日野委員  分かりました。 

○吉田部会長  では、私から質問させていただきます。 

 様式第２５号の収支予算書です。従来から自主事業をとても熱心にされていて、特にお子さ

ん向けの水泳教室は計画をいつも上回っていらっしゃるのかなと考えております。 

 ただ、自主事業では収入に対して支出を抑えられて、そこで利益を上げられているように拝

見するのですが、こういったコロナ禍の状況におきまして、こちらは無理のない数字となって

いらっしゃるかどうか、お聞きしたいと思います。 

○シンコースポーツ株式会社（清水）  もちろん、無理のない数字でやっております。まず、

自主事業につきましては市民の方、又は今までご利用していただいた方から非常に期待をされ

ておりまして、いつからやってくれるのかという問合せを非常に多くいただきます。コミュニ

ティセンターを知っていただく手段としましては、チラシをまく、また、ポスターを貼るとい

ったいろいろな方法があると思うのですが、来ていただくきっかけづくりというのが非常に大

事なのです。そこの魅力の１つとして、宣伝広告の一環として自主事業をやることによって、

いろいろな方に来ていただくということです。 

 ５年以上前ですと、コミュニティセンターを利用する方というのは、高齢者が非常に多くて、

学生やお子さん、ファミリー層はほとんどいなかったのです。それが、自主事業をすることに

よって、ファミリー層が来るようになりました。これは非常に大きくて、何でここに来たので

すかという話をすると、以前、子どものときに中央コミュニティセンターで遊んでいたと。そ
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の方たちが、今、家族を持ちまして、そのお子さんが来ている。そうすると、家族一体でおば

あちゃんもおじいちゃんも一緒に来ていただける。子どもが来るということは、次世代に千葉

市の施設をまた利用するなど未来像が出てきます。これから高齢者は何もせずともどんどん増

えていくと思うのですね。ただ、お子さん、ファミリー層については、積極的に取り込んでい

かないといけません。 

我々は、指定管理で１期、２期とやらせていただいて、種まきから、２期目でやっと芽が出

てきている状態です。これから、木々が伸びて葉っぱが伸びて、大切な環境というのができて

くると思いますので、次期も２年間としてだけ考えずに、１０年、２０年の千葉市を考えて積

極的に取り組んでおりますので、今後ともその流れで行きたいと思います。 

○シンコースポーツ株式会社（打林）  １点ですね、コロナというのはどうしても拭えない

ので、その対応というところで、どこの施設でも、ある程度、制限をかけてやらせていただい

ています。それが実績に出ておりまして、多分この先３月ぐらいまではその様子がずっと続く

かなと思っております。 

 ただ、コロナの影響を予測しながら提案を書いてしまうと、非常に先細りの提案になってし

まうのと、あと、活動としても外に出られない方々をなんとか元気にさせるというところが私

ども公の施設の管理に携わる者の責務ですから、今回に当たっては、そこの部分を一度、排除

した状態で、ある程度、通常営業と考えてご提案させていただきます。それに向けて近づけら

れるように、私ども千葉市様の方針にのっとって、感染防止対策をしっかりと理解した上で、

安全にご提供させていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

○吉田部会長  水泳教室はいつも大人気なので、楽しみにしたいと思います。 

 朝香委員お願いします。 

○朝香委員  お子さんの先へつながるイベントをなさっていらっしゃって、とても良いこと

だと思いました。 

 「提案書」の３１ページに「子どもの居場所づくりへの取組み」ということで、放課後子ど

もプランとありますよね。そこに、前日までの段階でと書いてあるのですが、これはどのよう

な方法になるのでしょうか。 

○シンコースポーツ株式会社（清水）  まず、学童保育と連携していまして、募集をかけて、

我々の方で場所の提供とか、例えばバドミントンであれば、バドミントンのスタッフやコーチ

も用意してやっているのですね。 

 あとは、子どもの体操教室やりますよ、こういったイベントをやりますよ、無料です、ぜひ

参加してくださいというのも、ホームページとか館内に貼り出したり、あとはチラシを置いた

り、そういったもので招集をかけています。 

 また、お子さんが例えばロビーでゲームをするだけとか、いろいろと遊びに来るのです。施

設は完全に利用者の方だけなのですが、そこで安全に遊べること、要は、大事なお子様をお母

様、お父様がコミュニティセンターなら安全だと行かせられる。そこが公共施設としてはとて

も大事なところですので、先ほどの巡回も含めて、お子さんが来たら、その場所というのは提

供しつつも、管理をしながらやっているという形になります。前日までにとありますが、当日

に来ても対応しています。 

○朝香委員  では、前日までに空いていましたら、そこを開放していますよというような何

か貼り紙とかをしていらっしゃるということなのですね。 

○シンコースポーツ株式会社（清水）  そうです。あと、図書室では、もちろんお子様がそ

こで本を読んでいただく。あと、私どもとしては図書館という位置付けではなくて、皆様が興

味のある書籍を極力入れています。本屋さん大賞とか、これが欲しいというリクエスト枠とい
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うのをつけたりとか、あとは絵本の読み聞かせをスタッフがやっていたりとか、お部屋も無料

で用意していますし、受入体制を整えております。 

○シンコースポーツ株式会社（打林）  正直、「スポーツ」ということで、私どもの提案は

少しスポーツに偏っているように見えてしまうのですが、事業としましては、この施設はコミ

ュニティセンターですから、スポーツと文化というところをしっかりと継承していきながら、

学習の場であるというところを前提に、私どもの事業の取組みはすごく大事だと思っているの

で、子どもたちを集めて運動もしてもらうのですが、学習の場としても活用していきたいとい

うところで、両面合わせる状態で取り組んでいこうと思っています。 

○朝香委員  ぜひともよろしくお願いいたします。 

○シンコースポーツ株式会社（打林）  よろしくお願いいたします。 

○吉田部会長  日野委員から老朽化という言葉がありましたが、千葉市のコミュニティセン

ターとしてはアクセスがとにかく抜群にいいですね。 

○シンコースポーツ株式会社（打林）  本当にそうです。 

○吉田部会長  ほかの施設も担当させていただいているのですが、市民の皆さんが、中央コ

ミュニティセンターを一番利用されているというようなことをおっしゃられる面もあるので、

中央区だけでなく、かなり幅広く皆様利用されている施設なのかなと思います。それもしっか

りと認識の上、更に良い運営をしていただけたらなと思います。 

○シンコースポーツ株式会社（打林）  ありがとうございます。ここから先はこのエリアが

非常に拡大していくかなと思っています。公共エリアとしては非常に重要な位置になると思っ

ております。 

○シンコースポーツ株式会社（清水）  最後に１点だけ。千葉市様のほうの計らいで所長の

会議というのを何回かやらせていただいて、毎年ではないのですが、そこで指定管理者のつな

がりというのが出てきますから、ある程度の施設間の情報共有、交換というのをさせていただ

いているのです。その部分では、以前とは違う運営をやらせていただいております。 

○吉田部会長  以前と違うとはどういったところですか。 

○シンコースポーツ株式会社（清水）  今までは、中央コミュニティセンターだけという感

覚だったのですが、千葉市の中で、全体的に協力関係でやらせていただいているという形です。 

○吉田部会長  利用者にとっては、指定管理者が異なっても同じ千葉市のコミュニティセン

ターという括りですので、ぜひそこの連携もますますよろしくお願いいたします。 

○シンコースポーツ株式会社（清水）  メリットが非常に高くなっていますので、ぜひやら

せていただきます。 

○吉田部会長  お時間が来ておりますので、以上をもちまして、ヒアリングを終了させてい

ただきたいと思います。 

 では、シンコースポーツ株式会社の皆様、ありがとうございました。 

[シンコースポーツ株式会社 退室] 

○吉田部会長  それでは、委員の皆様は今のヒアリングを踏まえまして、審査をお願いしま

す。審査が終わりましたら、「審査表」を事務局職員にお渡しください。事務局の集計が終わ

るまでの間、休憩とさせていただきます。 

［採点・休憩］ 

○吉田部会長  それでは、議事を再開いたします。事務局から、集計結果の報告をお願いし

ます。 

○小倉市民総務課長  それでは、集計結果をご報告いたします。お手元にお配りいたしまし

た「審査結果集計表」をご覧ください。すべての項目につきまして、皆様方が「○」、「管理
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運営の基準」等で設定した水準どおりの業務が行われることが見込まれると判断していただい

ております。以上でございます。 

○吉田部会長  それでは、この集計結果を踏まえまして、当部会としては「シンコースポー

ツ株式会社」の提案内容は、「管理運営の基準」等を満たしているものと判断し、千葉市中央

コミュニティセンターの管理運営を適切かつ確実に行うことができるものと認めてよろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

○吉田部会長  続きまして、意見交換に移ります。次期指定期間中の管理運営において特に

留意すべき点など、申請者の提案内容について、ご意見やご要望はございますか。 

 まずは、老朽化しているので、利用者に怪我などがないよう、予防保全に努めていただくと

いうことでしょうか。 

○日野委員  そうですね、優先すべき点は安全性ですね。 

○吉田部会長  ほかにございますか。先ほどお話のあった、多世代や広い地域からの利用者

にしっかりご対応いただくというところですか。 

 あとは、最後せっかくおっしゃっていたので、他のコミュニティセンターとの連携もしっか

り図っていただくこと、その３点ぐらいでよろしいですか。 

（異議なし） 

○吉田部会長  今、申し上げた３点につきまして、ご意見とさせていただこうと思います。

そちらにつきましては、事務局と私のほうで最後まとめさせていただければと思います。 

 では、昼休憩として再開を１２時半とさせていただきたいと思います。 

［休憩］ 

○吉田部会長  では、再開いたしたいと思います。 

○横山市民総務課長補佐  ここで、事務局職員の入替えを行いましたので、ご紹介させてい

ただきます。 

 千葉市栄町立体駐車場を所管します地域安全課長の片岡でございます。 

 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、「千葉市栄町立体駐車場」の審査を行います。 

 事務局より、非公募となった経緯及び管理運営の基準等、また、形式的要件審査（第一次審

査）結果についてご説明をお願いいたします。 

○片岡地域安全課長  それでは、千葉市栄町立体駐車場につきましてご説明いたします。 

 はじめに、今回の経緯や非公募により現行の事業者を再選定とした理由について、概要を説

明させていただきます。 

 まず、経緯でございますが、当駐車場は、昭和５８年から供用を開始し、現在は指定管理者

であるアマノマネジメントサービス株式会社が運営しておりますが、令和２年度で指定期間が

満了いたします。 

 一方、当駐車場は老朽化が進行しており、耐用年数も超過しているところでございまして、

そのことから、本市の資産経営部が所管する「令和元年度 資産の総合評価」において、「今

後の施設のあり方を検討すべき」として、評価が「見直し」となりました。 

 また、本評価委員会におきましても、委員の皆様から、「社会的必要性や市民への還元とい

う視点から、今後、公共施設としてのあり方を検討されたい。」との意見等も頂戴しておりま

すことから、現在、今後の当駐車場の在り方を検討するための調査を行っており、その調査結

果を受けまして、民間譲渡や駐車場事業の廃止など、今後の当駐車場の方針を検討することと

しております。 
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 このような経緯から、原則として５年間とする次期の指定期間については、２年間に短縮す

ることといたしました。 

 次に、非公募により現行の事業者を再選定とした理由についてですが、指定管理者の公募・

非公募については原則としては公募によりますが、「千葉市公の施設に係る指定管理者の選定

等に関する条例 第２条ただし書」、「千葉市指定管理者制度運用ガイドライン」によりまし

て、本市の施策、その他の事由により公募の方向によらないことについて合理的な理由がある

とき、具体的に申し上げますと、既に指定管理者制度を導入している施設のうち、当該施設で

展開している事業を含め、施設の在り方を再検討する必要性がある場合に当指定管理者を非公

募とすることができると定められておりまして、今回はこれに該当しますので、引き続きアマ

ノマネジメントサービス株式会社を次期指定管理者として選定することとしたものでございま

す。 

 経緯等については以上でございます。 

 次に、「選定要項」、それから「管理運営の基準」及び「選定基準」についての説明でござ

いますが、今年度、本評価委員会でもご報告申し上げていますとおり、現在の指定管理者は、

現行の要項や各基準に沿いつつ、おおむね期待する成果を出していると考えております。した

がいまして、今回の要項及び各基準につきましては、現行のものとほぼ同一の内容とさせてい

ただきました。 

 それでは、それぞれの資料の要点についてご説明させていただきます。 

 まず、資料４－２「選定要項」をご覧ください。 

 こちらの資料は、指定管理予定候補者の選定に関して必要な事項を定めたものでございまし

て、選定の趣旨や管理対象施設の概要のほか、選定手続や申請に関する事項などを明記したも

のとなっております。 

 ２ページの「指定管理予定候補者選定の趣旨」でございますが、民間事業者のノウハウの活

用により、サービスの向上や経費の削減等を目的として、指定管理者制度を導入することが記

載されております。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。こちらには、選定の概要を記載しており、先ほ

ど申し上げましたとおり、次期の指定期間は、令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで

の２年間となっております。 

 続きまして、４ページをお願いいたします。ページの中段、（４）に、成果指標及び数値目

標を設定しております。 

 ここで、今回の成果指標及び数値目標の考え方についてご説明をいたします。委員の皆様か

ら、「成果目標や数値目標については、単純に台数ではなく、例えば稼働率で設定することは

できないか」とのご意見をいただいたため検討を行いました。確かに、稼働率による設定は、

より実態を反映した指標になる可能性がある一方で、今まで稼働率による検証を行っておらず、

かつ、指定期間が２年間という特殊な条件の下、適切な目標を設定することは非常に難しい状

況であり、さらに、昨今の新型コロナウイルスの影響によりまして、今後の利用状況について

も予測不能の部分が多々あるため、これらの状況から、今回も利用台数による評価とさせてい

ただきました。 

 なお、数値目標について、現行より利用率は低下する可能性はあるものの、指定管理制度導

入の趣旨から、可能な限り大きな成果を出していただくことを念頭に、現行と同様の目標設定

としました。 

 ５ページ以降につきましては、具体的な手続等について記載しております。 

 なお、「募集要項」の中で１点修正がございます。７ページの「（１）提出書類の提出」の
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「ア 提出期限」が、「９月１８日金曜日」となっておりますが、「９月２５日金曜日」の誤

りとなります。こちらを訂正させていただきます。申し訳ございません。 

 以上が「選定要項」の説明となります。 

 次に、資料４－３「管理運営の基準」についてご説明いたします。 

 「管理運営の基準」につきましては、現在の指定期間から追加した部分を説明させていただ

きます。 

 ３ページをご覧ください。下のほうになりますが、「シ」として、新型コロナウイルス感染

防止策の実施を追加いたしました。これは、新型コロナウイルス感染防止について、利用者だ

けでなく、職員に対しても、対策を講じるよう、求めるものになっております。 

 以上が管理運営についての説明となります。 

 次に、資料４－４「選定基準」について、ご覧ください。 

 ５ページをお願いいたします。「３ 提案内容審査」についてでございます。「（１）審査

方法」ですが、各審査項目につきまして、それぞれの基準に照らし「○」、「×」いずれかで

評価をつけていただきます。各審査項目の基準につきましては、「管理運営の基準等で設定し

た水準どおりの業務が行われることが見込まれる」場合には「○」、「管理運営の基準等で設

定した水準に満たない業務が行われるおそれがある」場合は「×」となります。 

 なお、６ページの２の「（１）団体の経営及び財務状況」、それから、８ページの４の

「（６）成果指標の数値目標達成の考え方」、及び５の「（１）収入支出見積りの妥当性」、

これらにつきましては、それぞれ基準をお示ししております。 

 資料４－５にもございますが、お手元に「審査票」をご用意いたしておりますので、ご活用

いただきたいと思います。 

 続きまして、形式的要件審査（第１次審査）の結果についてご報告いたします。 

 資料４－１「形式的要件審査（第１次審査）結果」をご覧ください。 

 ご覧のとおり、アマノマネジメントサービス株式会社は、申請資格の各要件を満たしており

まして、失格事由のいずれにも該当しないことを確認いたしております。 

 なお、「ケ」の暴力団の項目につきましては、先日、千葉県警察よりアマノマネジメントサ

ービス株式会社の役員の皆様は、暴力団員等及び暴力団の密接関係者でない旨の回答をいただ

いたところでございます。 

 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。ただいまのご説明について、何かご質問はござい

ますか。私からよろしいでしょうか。 

 今回、指定期間２年と定められましたが、また２年後に改めて指定管理の選定を行うような

ことが起こり得るという状況ということでよろしいでしょうか。 

○片岡地域安全課長  基本的には、老朽化があるので、動向を踏まえた調査をしていますが、

施設がなくなっても駐車場需要が満たされるということであれば、やはり廃止という方向にな

らざるを得ないかなと思っております。そうならないとなると、考えなければいけないのです

が、基本的には廃止なり譲渡なりという方向で動いていくと考えております。 

○吉田部会長  分かりました。この２年間の間に方向性が示されていくという理解でよろし

いのかなと思います。 

 ほかに、特にご質問ございませんでしょうか。 

（なし） 

○吉田部会長  では、続きまして、提案内容審査に入ります。 

 「審査表」の２の「（１）団体の経営及び財務状況」について、公認会計士である私から、
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計算書類等を基にご説明したいと思います。 

（※経営及び財務状況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  審査基準に照らしましても、資料４－４「選定基準」の６ページ、同じよう

な話になりますが、２の「（１）団体の経営及び財務状況」について、「○」のほうの、「過

去３年間の財政状態、経営成績から、指定期間中、施設管理を行うに当たって支障となるよう

な財務リスクは認められない。」と判断するのが妥当かなと考えております。最終的な結論は

皆様のほうでご判断いただければと思います。 

 簡単ではございますが、私のほうからアマノマネジメントサービスにつきましては、以上と

なります。 

 ただいまの説明につきまして、皆様より何かご質問ございますか。 

（なし） 

○吉田部会長  では、これからアマノマネジメントサービス株式会社へのヒアリングを行い

ます。アマノマネジメントサービス株式会社の皆様をこちらへご案内してください。 

[アマノマネジメントサービス株式会社 入室] 

○吉田部会長  それでは、これからヒアリングを行います。よろしくお願いいたします。１

０分間で、本日の出席者の紹介と、提案内容について簡潔にご説明をお願いします。ご説明が

終わりましたら、当部会の委員から質問させていただきますので、お答えいただきますようお

願いします。 

 では、ご説明よろしくお願いします。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  初めまして。アマノマネジメントサー

ビス株式会社でございます。本日は、提案の場をいただきまして、ありがとうございます。 

 早速ですが、出席者の紹介をさせていただきます。 

 左から、東京支店の大野でございます。 

 続きまして、東京支店運営管理課長の岩井でございます。 

 千葉市栄町立体駐車場所長の櫻谷でございます。 

 そして、私、東京支店の運営管理課の小山田と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、提案内容を簡潔に述べさせていただきます。 

 私たちアマノマネジメントサービス株式会社は、現在、千葉市栄町立体駐車場を３クール、

足かけ１４年指定管理者として管理運営をさせていただいております。 

 来クールにおきましては、先々の施設の在り方と、新しい生活様式による人々の行動変化を

見据えて、新たな取組みにより発生する経費を抑えて、これまでのサービスを損なうことなく

施設とその運営を維持することに軸足を置くことを前提とした内容になっております。 

 まず、新型コロナウイルスの感染予防対策については、利用者の接触が多い、入口発券機の

ボタンやエレベーターのボタン、それからインターフォンの受話器の除菌を実施するなどして

おります。 

 また、利用者と距離が近い係員にあっては、マスクの着用と、利用者との駐車券、現金の直

接の受渡しを控えて、利用者と従業員の感染リスクの軽減に努めてまいります。 

 続きまして、現在、弊社で持ち込ませていただいている駐車場の機器や設備にあっては継続

の利用とし、リース料の低減、経費の縮減をする方針でございます。 

 また、安定的な運用を図るため、保守点検を通じて異常の早期発見と、またその改善対応を

市と情報共有しながら、これまでと変わらず実施して、利用者へのサービスを維持してまいり

ます。 
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 また、ほかに場内の美化にあっては、これまでと変わらず日常清掃とワックスの清掃、それ

から植栽の選定を通じて、気持ちよく利用者を迎え、ご利用いただけるように努めてまいりま

す。 

 それから、防犯対策としては、場内の防犯カメラで抑止力を得ながら、巡回による放置車両、

不審物のチェックを行いまして、トラブルの芽を早期に摘む対応を図ってまいります。 

 最後に、現在、前代未聞のコロナ禍によって、利用者の動向が変化し、収入が減少に転じて

いる状況ではありますが、経費を抑えて還元金を拠出できる計画となっております。現在、提

出させていただいている収支の内容で申し上げますと、令和３年度が２０２万５千円です。令

和４年度が２０６万３千円を還元できる計画となっております。 

 当方の提案の説明については以上になります。どうもありがとうございました。 

○吉田部会長  ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様からご質問ございましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょ

うか。 

 では、私のほうからよろしいですか。コロナでの利用者数の減というものはかなり影響され

ているのかなと思いますが、先日、年度評価でも拝見させていただいた中では、利用料金収入

が下がってきていても、割と固定費をあまりかけられていないのか、十分な利益を確保されて

いるように見えたのですが、具体的に、固定費を抑えるために、どのような運用をされている

のか、教えていただけますか。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  固定費をあまりかけないというところ

で、基本的に弊社の業態としては、持ち込ませていただいている機械や建物などの修繕にかか

るところが突発的に出てきている経費ではあります。その中で、リース料に関しては、来クー

ルにあっては再リースという形で経費が減額になりますので、その分、利益を生める形となっ

ております。 

○吉田部会長  分かりました。ほかにご質問いかがでしょうか。 

 朝香委員、お願いします 

○朝香委員  「提案書」の２８ページの「４ 施設の効用を最大限発揮するものであるこ

と。」という欄の下のほうなのですが、先ほども少しお話が出ましたが、「当施設の廃止に向

け」と書いてありますが、これはもう決まりごとになっていますか。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  決定ではないです。 

○朝香委員  いずれは、というふうに解釈してよろしいですか。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  そうです。 

○朝香委員  ありがとうございました。 

○吉田部会長  日野委員、お願いします。 

○日野委員  同じく２８ページでありますが、設定目標が、千葉市が設定した目標からする

と下回るものになっております。これについて、具体的な理由を教えてください。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  現在のコロナ禍におきまして、利用台

数とかの持ち幅から申し上げますと、やはり半分以上一般利用が減っている部分がございます。 

 ただ、定期利用の契約のほうにあっては、ほぼ維持している状況でございますので、その辺

りが収入の下支えになる形で、半分とはいえ、先ほど申し上げたように利益を還元できるよう

な形にはなっております。 

○日野委員  設定目標を下げたとしても、還元率は維持できるという認識ですか。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  そうです。 

○吉田部会長  他の施設ですと、コロナの影響を加味しないでこちらを作っていただいてい
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らっしゃるのかなと思うのですが、所管課のほうにお聞きしたいのですが、これはコロナの影

響を入れていただくのは、構わないという理解でよろしかったですか。 

○片岡地域安全課長  新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受け、実際に今年度も利

用台数は減っております。当駐車場の利用目的で大きなウエイトを占める、周辺の栄町特有の

営業形態の事業については、性質上、需要低下が想定外に長期に渡り、落ち込みの程度も予測

が困難なため、目標値としてはかなり安全に見て設定したとのことです。また、先ほどの質疑

応答でもありましたが、定期利用は堅調で、市への利益還元は２００万円以上を見込んでいる

こともあり、指定管理制度導入の大きなねらいである、民間事業者のノウハウを活用すること

による管理経費の削減や市への利益還元は十分達成できると判断し、本目標を認めることとい

たしました。 

○吉田部会長  分かりました。ほかにご質問いかがでしょうか。 

○八木委員  同じようなことになるのですが、去年は利用台数４万２千台ぐらいの実績で、

利益の還元等もされていますが、そこから見ても半分近くに減っている形で、それでも様式第

２７号を見ると収支の差額に大分黒が出ていますよね。それは、どういう見積りか教えていた

だきたいです。定期利用はたしか１千台ぐらいで、この定期月額が収入ではかなり大きいので

すが、この辺りはどういう形になっているか、教えてもらえますか。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  一般の利用者については、正直動きが

読めない部分が大きくございますが、一方、定期利用の方については、解約もそれほど多くな

く、件数は微妙な増減で推移している状態でございます。ほぼ近隣で働いている社員さんです

とか、経営されている方がメインになってくるのですが、その辺りはまだ様子を見て、分析を

していきたいと思っています。 

○八木委員  様式第２８号で、令和３年の収入合計２，５００万円の予想の下で、定期駐車

が１，８６０万円ですね。これは、去年の延べ台数の実績ぐらいを踏まえると、このくらいの

数字というような見積りというふうに理解してよろしいですか。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  そうです。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（櫻谷）  ほかに、コロナの対策という形で、４月

以降、従業員の接触を減らすということで、勤務時間を実質１日１時間短縮しています。その

分、多少人件費が抑えられたというところもございます。 

○吉田部会長  八木委員からの質問では、収入として、金額としては例年とあまり大きく変

わっていない定期駐車の利用がある一方、台数としては目標が大分下がっているので、そのバ

ランスのことからいうと、定期の方で、以前だったら毎日使われていた方も半分ぐらいになっ

ていて、それでも契約は継続しているといった状況が起きているのかなと推測したのですが、

それは現場感覚としてはいかがですか。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（櫻谷）  私どもも、当初４月、５月の時点で、時

間貸しが減ってきましたので、定期のほうも減るかなという予測でいたのですけれど、ほぼ維

持している状況にあります。近隣の方で、新たに利用される方にお聞きしましたのは、ＲＶ車

等の大きい車ですと、周辺の定期駐車場だと、大体タワーパーキングで、台数が非常に限られ

ておりまして、行き場所がないというような状況が、発生しているみたいです。あとは、外車

関係もやはり機械駐車のほうには入れられないようです。 

 平面駐車場のほうは、たくさんあるのですが、あの周辺ですと防犯上の問題で、あまり定期

募集をしていないという傾向がありますので、そういう意味では、定期利用の需要は落ちてい

なくて、栄町についてはほぼ維持している状況にあって、その分が、時間貸しの落ち込んだ分

をある程度カバーしているというところです。 
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○吉田部会長  ほかに、日野委員、いかがですか。 

○日野委員  「提案書」の１７ページですが、先ほどの定期利用者との関係性もあると思う

のですが、車庫証明取得希望者について、取得のみのための利用を排除するために、半年以上

の利用を促進するというように書いていますが、具体的にどういった対応を考えていらっしゃ

るか教えていただけますか。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  車庫証明を発行する条件ですね。 

○日野委員  そうです。具体的に、申込書に例えば目的を記載する欄などがあって、そこに

書いていただく様式としているのか、その点をお聞かせください。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  契約書には、目的の表記はなされては

いないのですけど、契約時に申出があったときには、１か月だけ借りて、車庫証明だけ取って

という不正を防止するために、前払いで半年分を頂いていますということを、了承をいただい

た上で契約をさせていただいています。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（櫻谷）  新規の場合は６か月分前払いで頂いた場

合だけ、車庫証明取得手続きの書類をお出しするということです。 

○日野委員  半年分は契約をしていただくということですね。その後は特にチェックはしな

いで、そのままにしておくということですか。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  そうですね。 

○日野委員  分かりました。 

ここの報告書で一番繰り返し出てきた言葉が、「お客様さぽーとセンター」という言葉だと

思うのですが、これはどのように運用されているのかということと、解決困難な事例や、処理

を進めるにあたって困ったトラブル事例というのはどのような内容があるのか、教えていただ

けますか。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  「お客様さぽーとセンター」というの

は、弊社の自前のコールセンターでございまして、ほかのコールセンターとの違いは、駐車場

専用で、アマノの機械の研修を必ず受けていて、電話をしてきた警備会社の人が機械に無知で

あっても、事細かに説明をして、ナビゲーションすることができる、それから、駐車場に特化

している部分もあり、オペレーターも現場で何が起きているのか想像しやすいので、ほかの何

でも受けているコールセンターよりも精密に対応ができるというメリットがあります。 

○日野委員  今のお話ですと、イメージとしては料金の支払いとか、そういう機器のナビゲ

ーションというイメージだったと思うのですが、それ以外に例えば人的なトラブルとか、場内

の事故とか、いろいろなことがあるかとは思うのですが、アマノさんのほうで扱っているそう

いったときのご対応は、どのような対応方法を想定されていますか。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  日常的には、お金が詰まっていて、お

金を払いたくないという人とかは結構おりまして、その方々の説得にあっては、コールセンタ

ーで、対応し切ってしまうと、後ろの出入りに支障が出てしまうので、その場は連絡先だけお

聞きして、後日我々どものほうで対応するのですが、そういう方に納得してもらってお金をお

支払いいただくというのは、少し大変かなと。小さなことではあるのですが、やはり件数があ

ると結構大変かなというところです。基本的には、その場でお待たせせず、出庫や入庫を滞ら

せない運用がメインになってきますので、後の対応が少し大変かなというところはあります。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（櫻谷）  今の補足なのですが、コールセンターを

呼び出したときには、自動的にモニターカメラが設置してありますので、コールセンターのほ

うでも現場の状況を画面で見ながら応答しているという対応になっております。 

○日野委員  「提案書」１９ページには、スムーズに警察・消防などに出動要請を進める旨
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を記載されていますが、このサポートセンターの対応でカメラを見ながら対応が可能だという

ような認識でよろしいですか。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  基本的には出入口の駐車場の機械関係

の周りはカメラで見えるのですが、そのほかの消防とかですと、別な警備盤をつけておりまし

て、火災を感知すると警備会社から消防のほうに飛ぶようになっております。また、コールセ

ンターとは、別口になっています。 

○吉田部会長  では、私のほうから質問です。廃止に向かっている方向という話も出てきま

したし、老朽化もかなり進んでいるのかなと思うのですが、利用者個人の人間という意味でも、

あとはお預かりしている車という意味でも、やはりいろいろ予防保全を日頃から行っていただ

かないと、安心して運営をお任せできないのかなと思っています。なにか気をつけられている

こととか、その点についてお話しいただければと思うのですが、いかがでしょうか。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（櫻谷）  今、老朽化という中で、多少気になって

いるのは、場内で被覆、耐火上のいろいろなものが吹きつけてあるのですが、そういうものが

やはり強風だとか、地震があるようなときに落ちてくるということです。車を傷つけるほどで

はないのですが、やはりほこりとなって車の上にうっすらとつくとか、あるいは路面に落ちて

いるのが見えるという場合、やはり使われる方も心配な面は出てくるのではないかと思ってい

ます。それと、最近台風等で雨が続くような場合、やはり雨漏りするという状況です。 

 あと、電気的な設備は、十何年の間で手は加えているのですが、やはり消火設備だとか、手

をつける必要があるような設備、今後１年、２年ということはないですが、もう少し長いスパ

ンを見たときに、少し手をつけないと駄目ではないかと感じております。 

○吉田部会長  安全第一で、運営はお願いしていきたいなと私どもも思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 ほかに、ご質問いかがでしょうか。 

 では、日野委員お願いします。 

○日野委員  それというのは、例えば耐火の問題という点で、その粉だとかが振り落ちて、

お客様から何かクレームになったとかということはありますか。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  今のところはございませんが、時折巡

回中に下に落ちているような跡がありまして、ロックウールという鉄骨を錆から守るとか、い

ろいろな意味の被覆材なのですが、それが雨でしけて落下しておりまして、少し悩ましいとこ

ろではあります。 

○日野委員  利用者にその旨を事前説明するというのはなかなか難しいことから、いきなり

白い粉が降ってきて、そんなに大したことでなければ良いのですが、大変なことになったとき

に、損害賠償の問題になったりするわけですよね。そこは千葉市のほうとも協議しながら、的

確に問題解決を進めるということになると思いますが。 

○吉田部会長  ひどいところは、やはり使用中止とか、そういった対応になってくるのです

かね。 

○朝香委員  修理もしていらっしゃるのですよね。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  被覆材にあっては、目で見て、ここが

落ちそうということがつぶさに分からないところがありまして、やはりゲリラ的に落下してく

るところがあって、手立てがし難い部分はございます。 

○吉田部会長  雨で水分を含んでくると重くなって落ちてくるようなイメージですか。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  はい、そうです。 

○吉田部会長  そうすると、やはり梅雨とか、９月の長雨とかそういった時期に、どうして
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も起きやすいということですね。 

○アマノマネジメントサービス株式会社（小山田）  そうです。 

○吉田部会長  それ以外に、危ないものが本当に落ちてきたら問題ともなりますので、定期

的な巡回もしていただいていくのかなと思っております。 

 では、お時間となりましたので、ヒアリングを終了したいと思います。アマノマネジメント

サービス株式会社の皆様、ありがとうございました。 

［アマノマネジメントサービス株式会社 退室］ 

○吉田部会長  では、委員の皆様は、今のヒアリングを踏まえまして審査をお願いします。

審査が終わりましたら、審査表を事務局職員に渡してください。事務局の集計が終わるまでの

間、休憩とします。 

［採点・休憩］ 

○吉田部会長  それでは、議事を再開いたします。 

 事務局から、集計結果の報告をお願いいたします。 

○小倉市民総務課長  では、報告いたします。お手元にお配りいたしました「審査結果集計

表」の記載のとおり、すべての審査項目につきまして、委員の皆さんが「○」、「管理運営の

基準」等に設定した水準どおりの業務が行われることが見込まれるとご判断されてございます。

以上でございます。 

○吉田部会長  それでは、この集計結果を踏まえまして、当部会としてはアマノマネジメン

トサービス株式会社の提案内容は、「管理運営の基準」等を満たしているものと判断し、千葉

市栄町立体駐車場の管理運営を適切かつ確実に行うことができるものと認めてよろしいでしょ

うか。 

（異議なし） 

○吉田部会長  続きまして、意見交換に移ります。次期指定期間中の管理運営において、特

に留意すべき点など、申請者の提案内容について、ご意見やご要望はございますか。 

○日野委員  やはり駐車場の老朽化ですかね。老朽化に伴って、その安全性の確保は十分に

お願いしたいと思います。 

○吉田部会長  利益還元を主眼とされるよりも、とにかく安全な運営を一番期待したいです

ね。その上で、独立採算制を取っていただいていますので、赤字を被るような運営でなければ

良いのかなと思っております。 

 こういったコロナ禍の状況ですので、利益還元を追求すること以上に、安全に留意して運営

されたいということでよろしいですかね。 

（異議なし） 

○吉田部会長  では、今の意見を報告したいと思います。 

 これらにつきまして、施設所管課からアマノマネジメントサービス株式会社にお伝えいただ

きまして、次期指定期間における施設の管理運営に十分反映させることとしていただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 では、５分休憩を取って、皆さんそろいましたら、再開したいと思います。 

［休憩］ 

○吉田部会長  それでは、再開いたします。 

○横山市民総務課長補佐  では、ここで事務局職員の入替えを行いましたので、ご紹介させ

ていただきます。 

 生活文化スポーツ部長の那須でございます。 

 千葉市民会館及び千葉市文化センターを所管いたします文化振興課長の小名木でございます。 
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 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○吉田部会長  それでは、次に、千葉市民会館及び千葉市文化センターの審査を行います。 

 事務局より、非公募となった経緯及び管理運営の基準等、また、形式的要件審査（第一次審

査）結果についてご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と申します。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、千葉市民会館・千葉市文化センターにつきまして、ご説明をさせていただきます。 

 はじめに、今回の選定を非公募といたしました経緯及び現在の指定管理者を選定する理由に

つきまして、ご説明させていただきます。 

 千葉市民会館は、著しい老朽化による突発的な修繕等に柔軟に対応しながら、市民の文化芸

術鑑賞の中心的役割を担う施設としての機能を維持する必要がございます。公益財団法人千葉

市文化振興財団は、昭和４８年の開館時から現在に至るまで、本施設を管理運営しておりまし

て、当該対応が可能でありますことから、非公募により指定管理者を指定することにいたしま

した。 

 続きまして、千葉市文化センターについてですが、平成２４年制定のいわゆる劇場法、「劇

場、音楽堂等の活性化に関する法律」でうたわれている理念を達成するためには、市の文化振

興の中心的な役割を担う拠点施設が必要であり、劇場法に則った施策を講ずるに当たりまして

は、短期的な経済効率性を一律に求めるのではなく、長期的かつ継続的な施策を行うよう配慮

する必要がございます。 

 文化センターは、市民の文化活動への支援の拠点として、様々な文化活動等に対応できる多

様な設備と、各種団体との継続的な連携を可能にする立地条件が整っており、文化振興の拠点

施設とすることが適切であると判断いたしました。 

 さらに、文化センターを文化振興の拠点施設として運営していくためには、長期継続的に市

と一体となって、文化施策を推進する役割を指定管理者が担う必要があり、公益財団法人千葉

市文化振興財団は、その要件を満たしているという判断から、非公募により指定管理者を指定

することにいたしました。 

 非公募とした経緯等につきましては、以上でございます。 

 それでは、「選定要項」、「管理運営の基準」及び「選定基準」についてご説明させていた

だきます。 

 当該施設の特性を踏まえまして、設定した部分や、新たに規定した箇所を中心にご説明をさ

せていただきます。 

 まず、資料５－２「選定要項」、こちらの４ページをご覧願います。「４ 管理対象施設の

概要」でございます。 

 まず、市民会館の設置目的といたしましては、市民会館設置管理条例第１条に規定しており

ますとおり、「市民の文化の向上を図り、福祉の増進に寄与するため」でありまして、ビジョ

ンといたしましては、「当該施設における実演芸術の鑑賞を通じて、文化に対する市民の興味

を喚起し、さらに理解を深めるとともに、文化団体等の大規模な発表の場として、市民の文化

芸術活動を支援していくこと。」としております。 

 また、このビジョンを実現するため、ミッションといたしましては、文化芸術鑑賞の中心的

役割を担う施設としまして、「創造性、企画性が高く、利用者等のニーズに対応した実演芸術

の公演の提供」、「文化芸術活動の大規模な発表の場」、「継続的な施設利用を可能とするた

めの老朽化した施設の適切な維持管理」といたしたところでございます。 

 続きまして、文化センターの設置目的といたしましては、こちらも市民会館の設置目的と同
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様「市民の文化の向上を図り、福祉の増進に寄与するため」でありまして、ビジョンといたし

ましては、「本市の文化芸術における拠点施設として、市内の文化芸術に関する情報を収集・

発信するとともに、相談業務や交流の場の創出や長期継続的な取組みによる実演芸術の創造事

業等を行うことにより、市民の多様な活動を支援すること」としております。 

 また、このビジョンを実現するため、ミッションといたしましては、市の文化振興の拠点と

いたしまして、「長期継続的な取組による実演芸術の創造」、「市の文化を担う人材の育成」、

「文化芸術の情報集積・発信、交流基地」といたしたところでございます。 

 なお、施設の特徴や概要につきましては、５ページ以降に記載のとおりでございます。 

 次に、６ページの中段をお願いいたします。 

 ６ページの中段にございます「（３）指定管理者制度導入に関する市の考え」についてです

が、本施設では、制度導入により、「市民サービスの向上により、さらに多くの市民に利用し

てもらうという効果を見込んでいます。また、市民会館では、突発的な修繕への柔軟な対応等、

老朽化した施設の適切な管理を、文化センターでは、市の文化振興の拠点施設としての役割の

発揮をそれぞれ期待しています。したがって、市としてはこの制度導入効果を達成するため、

指定管理者に蓄積された専門知識とノウハウを活用した魅力的な事業及び各館のミッションを

踏まえた事業等の実施並びに広報・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」としておるところでございます。 

 したがいまして、具体的な成果指標及び数値目標に関しましては、それぞれの施設におきま

しては、以下のように定めたところでございます。 

 ７ページをご覧願います。 

 まず、市民会館の成果指標といたしましては、「①施設利用者数」、「②使用件数」、「③

実演芸術の公演本数」、「④施設稼働率」、「⑤大ホール稼働率」の５項目を成果指標といた

しまして、それぞれの数値目標は、過去の実績等を勘案し、①は３６万３千人以上、②は４，

４００件以上、③は３１本以上、④は５９％以上、⑤は平日５９％以上、土日祝日７９％以上

といたしたところでございます。 

 なお、第３期の成果指標にございました、「予防的修繕の未実施による施設利用不可能日

数」についてですが、こちらは成果指標としてはなじまないため、削除いたしましたが、非公

募の理由にもなっている重要な項目でございますので、引き続き、小破修繕の実施報告等で、

予防的修繕の実施状況について確認してまいります。 

 続きまして、文化センターの成果指標といたしましては、「①施設利用者数」、「②使用件

数」、「③施設稼働率」、「④ホール稼働率」、「⑤アーティストバンク登録者数」の５項目

を成果指標といたしまして、それぞれの数値目標は、過去の実績等を勘案し、①は２２万６千

人以上、②は４，１００件以上、③は４５％以上、④は平日４６％以上、土日祝日７６％以上、

⑤は令和元年度比において令和７年度２０％増、といたしたところでございます。 

 なお、「① 施設利用者数」につきましては、他文化施設との比較のため、今期より文化セ

ンターにおいても設定をいたしました。 

 また、前回の指標となっておりました「文化振興の拠点施設としての使用件数」につきまし

ては、使用件数の内数となっておりますため、全体件数を使用件数で把握しつつ、引き続き、

月次により使用が文化芸術に関するものかどうかを確認してまいります。 

 さらに、「⑤アーティストバンク登録者数」につきましては、前回の部会にてご意見をいた

だきましたアーティスト支援への対応や、ミッションにあります拠点施設としての機能を充実

させていくことを踏まえまして、今回より指標に設定をいたしました。 

 なお、この目標は、新型コロナウイルス感染症の影響を加味せずに設定しているところでご
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ざいます。 

 次に、「５ 指定管理者が行う業務の範囲」につきましては、７ページ以降に記載のとおり

でございまして、詳細につきましては、「管理運営の基準」に記載をさせていただいておりま

す。 

 続きまして、１７ページをお願いいたします。 

 「ウ 指定管理料」に関しまして、当施設の管理に係る、指定期間全体の指定管理料の基準

額といたしましては１９億３，０７２万３千円としております。 

 続きまして、１９ページをお願いいたします。中段でございますが、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、「１０ 審査選定」におきまして、ア

からカまでの審査項目について、記載をさせていただいております。これらの詳細につきまし

ては、後ほど資料５－４「選定基準」におきまして、ご説明をさせていただきます。 

 「選定要項」につきましては、以上でございます。 

 次に、資料５－３「管理運営の基準」でございます。こちらでは、特徴的な部分、第３期と

比べまして、大幅に変更があった部分に限定させていただきまして、ご説明をさせていただき

ます。 

 ６ページをご覧願います。「ウ 利用料金の減免について」の（イ）でございます。ここで

は、利用料金の減免に関する特記事項を説明させていただいております。具体的に申し上げま

すと、公共性・公益性を前提とし、特定の団体が対象となるような減免は行わないこと、また、

指定管理者が必須業務及び自主事業で施設を利用する場合の減免は認めないこと、以上の２点

を特記事項として規定しております。 

 続きまして、「エ 貸出業務について」のうち、次の７ページの「（イ）施設利用に関する

助言、指導」をご覧いただきたいと存じます。こちらでは、２館を総括する管理運営の責任者

の設置など、２施設の一括管理のメリットを生かせる提案が可能となるような記載をさせてい

ただいたところでございます。 

 続きまして、９ページの「キ 企画提案業務の実施」でございます。 

 本市の指定管理者制度運用ガイドラインにおきましては、指定管理者に行わせる業務を、市

が仕様を固めて具体的業務として特定する「指示業務」と、具体的な実施方法については、指

定管理者の企画提案に委ねる「企画提案業務」に整理されております。文化事業のうち、公益

性は高いものの、採算性が低いために、自主事業では実施が困難なものを企画提案業務として

位置付け、指定管理者の提案を期待するものでございます。 

 ただし、前回の部会におきまして、市の財政負担を軽減するよう工夫する旨のご意見をいた

だきましたことを受けまして、企画提案業務については、集客率の向上に努めること、また、

２５ページの「６ その他留意事項」といたしまして、企画提案事業及び自主事業の実施に際

し、各種助成金や協賛金等を積極的に活用するよう追記をしております。 

 続きまして、１０ページの最下段、「サ 災害時の避難者受入れ」についてですが、市民会

館の避難所運営委員会でもある中央区地域振興課と調整を行いまして、内容を大幅に追記し、

新型コロナウイルス感染防止策の実施につきましても、こちらは１７ページに追記をさせてい

ただきました。 

 恐れ入ります、２４ページをご覧願います。「４ 自主事業」についてですが、「（１）文

化事業」、「（２）物販等について」、とございますように、企画提案業務のほかにも、市民

に優れた文化芸術に接する機会を提供し、また、施設の利便性を高めるための自主事業も指定

管理者は実施してよいこととなっております。 

 最後に、資料５－４「選定基準」についてご説明させていただきます。こちらは、４ページ
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をご覧願います。「３ 提案内容審査」の「（１）審査方法」でございますが、各審査項目に

つきまして、それぞれの基準に照らし、「○」、「×」のいずれかで評価をつけていただきま

す。各審査項目の基準につきましては、「管理運営の基準等で設定した水準どおりの業務が行

われることが見込まれる」場合は「○」を、「管理運営の基準等で設定した水準に満たない業

務が行われるおそれがある」場合は「×」となります。 

 なお、５ページの表のうち、２の「（１）団体の経営及び財務状況」、７ページの４の

「（７）成果指標の数値目標達成の考え方」、及び同じく７ページの５の「（１）収入支出見

積りの妥当性」につきましては、それぞれ基準をお示しさせていただいておりますとともに、

お手元に「審査票」をご用意しておりますので、ご活用いただければと存じます。 

 続きまして、形式的要件審査の結果につきまして、ご報告させていただきます。資料５－１

「形式的要件審査（第１次審査）結果一覧」をご覧願います。 

 申請資格ケにつきましては、「照会中」となっておりますが、千葉県警察へ照会を行いまし

たところ、公益財団法人千葉市文化振興財団、又は、その役員が千葉市暴力団排除条例に規定

する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことの確認が済んでおります。 

 よって、公益財団法人千葉市文化振興財団は、申請資格の各要件を満たしておりまして、失

格事由のいずれにも該当しないことを確認いたしております。 

 以上でございます。 

○吉田部会長  ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何かご質問ござい

ますか。 

（なし） 

○吉田部会長  では、続きまして提案内容審査に入ります。 

 「審査表」の２の「（１）団体の経営及び財務状況」について、公認会計士である私から、

計算書類等を基にご説明したいと思います。 

 まずは黄色いファイルです。インデックス②－１、２、３にそれぞれ事業報告があります。

②－３が直近のものになります。こちらですが、既に５月のときにも皆さんと一度見ているも

のになりますので、簡単なご説明とさせていただきたいと思っております。 

 後ろのほうに財務書類が入っていて、「２ 正味財産増減計算書」です。公益財団法人千葉

市文化振興財団では、この正味財産増減計算書は、黒字収支と赤字収支を繰り返すような形に

なっております。利益還元が行われた際には、赤字収支となって、翌年は黒字収支となるよう

な繰り返しを行っております。そういう意味で、令和元年度は赤字収支となりました。利益の

還元としては、文化センターと市民会館に修繕を行っていらっしゃいます。この点につきまし

ては、５月に、より細かいお話をさせていただいたかと思います。 

 やはり、影響が大きいのがコロナへの感染拡大防止により中止となった利用料の減ですが、

１ページ戻っていただいて、貸借対照表を見ていただきますと、「Ⅲ 正味財産の部」で、正

味財産の合計が１億３，９００万円とあって、もともと千葉市から出ているのが２千万円で、

積み上げていったものは１億１，９００万円でございます。正味財産は、現状十分に確保され

ておりますので、倒産・撤退といったリスクについてはあまりないのかなと判断できるかと思

います。 

 評価の指標は資料５－４「選定基準」の５ページ、２の「（１）団体の経営及び財務状況」

ですが、「○」の「過去３年間の財政状態・経営成績から、指定期間中、施設管理を行うに当

たって支障となるような財務リスクは認められない。」と判断できるかと思います。５年とい

う長い期間になりますので、コロナの影響が読み切れないというところもありますが、公益財

団法人千葉市文化振興財団という公益的な団体でもございますので、そういった点も加味して
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「○」として問題ないのかなと思っております。最終的なご判断は、委員の皆様にお任せした

いと思います。 

 簡単ではございますが、公益財団法人千葉市文化振興財団の財産状況について、私からのコ

メントは以上でございます。何かご質問ございますか。 

（なし） 

○吉田部会長  それでは、これから公益財団法人千葉市文化振興財団へのヒアリングを行い

ます。公益財団法人千葉市文化振興財団の皆様をこちらへご案内してください。 

［公益財団法人千葉市文化振興財団 入室］ 

○吉田部会長  かなり予定より早い時刻ですが、ご協力いただき感謝いたします。 

 それでは、これからヒアリングを行います。よろしくお願いいたします。１０分間で本日の

出席者の紹介と、提案内容について簡潔にご説明お願いいたします。ご説明が終わりましたら、

当部会の委員からご質問させていただきますので、お答えいただきますようお願いいたします。

時間の関係もありますので、着座のまま進めてください。 

 それでは、ご説明お願いいたします。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（布施）  公益財団法人千葉市文化振興財団の常務兼事

務局長の布施でございます。よろしくお願いいたします。 

 説明に先立ちまして、当財団の職員の紹介をさせていただきます。総務管理課長の黒川でご

ざいます。 

 企画事業課長の鈴木でございます。 

 アーツステーション室長の花澤でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 では、始めさせていただきます。 

 私どもの財団は、千葉市民会館及び千葉市文化センターとも開館当初より管理運営業務に携

わってまいりました。今後も、これまでの実績とノウハウを踏まえまして、指定管理者として

施設の適正な管理運営と、文化芸術の更なる発展に、職員一同、一丸となり頑張ってまいりま

すので、どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元にお配りしております、「千葉市民会館・千葉市文化センター指定管理者

提案書」によりまして、説明をさせていただきます。 

 まず、１ページ目でございます。主なポイントに絞って説明をさせてもらいたいと思います。

「（１）管理運営の基本的な考え方」につきましては、指定管理者制度の趣旨を踏まえ、太文

字で記載の項目にありますとおり、「公正・公平な管理運営の維持」、「サービス向上で、一

層利用しやすい施設へ」など、６項目を柱といたしまして、長年にわたる実績と経験、また、

これまで培ってまいりました地域や各団体、個人とのつながりを生かし、施設の管理運営を行

いますとともに、千葉市の文化芸術の振興、発展に尽力してまいります。 

 飛びまして、４ページをお願いいたします。４ページから２２ページまでの間でございます

が、それぞれ管理運営の執行体制、めくっていただいて組織図、職員構成、標準的な人員配置、

専門職員の配置、施設の保守管理等を示したものでございます。 

 内容といたしましては、市民会館、文化センターともにそれぞれ館長を配置いたしまして、

体制を整えて、常に遅滞のない対応を図ってまいりたいと思っております。 

 続きまして、２３ページをお願いいたします。２３ページと２４ページは、個人情報の取扱

い、２５ページと２６ページは、行政手続に関することでございまして、いずれも関係法令を

遵守の下、遺漏のないよう体制を整えてまいります。 

 次に、２７ページでございます。２７、２８、２９ページは、災害事故に関することでござ
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います。特に、２８ページでございます。２８ページの中段、四角の囲みに令和元年１０月に

ございました市民会館における避難所対応の実例を記載しております。このように、災害や事

故等におきましては、市との緊密な連携の下、万全な体制で臨んでまいりたいと存じておりま

す。 

 続きまして、３０ページをお願いいたします。「（１）開館時間、休館日の考え方」です。

開館時間は現行と同じで午前９時から午後１０時まで。休館日は、年末年始の６日と、保守点

検日といたします。なお、保守点検日におきましても、窓口業務のほうは開いております。 

 それから、次の３１ページでございます。「（２）利用料金の設定及び減免の考え方」です。

料金表は、後ほどの３２ページ、３３ページに記載のとおりでございますが、３１ページの中

段、「◆利用料金の割引制度」にありますように、まず、市民会館は、新規といたしまして

「大ホール・小ホール３０日前割引」、それから、「特別会議室１控室割引」を新たに導入い

たします。 

 次に、文化センターでございます。新規として、「アートホール３０日前割引」と、「レコ

ーディング室控室割引」を導入いたします。このホール３０日前割引でございますが、これま

でありました従来の大ホール・小ホールのリハーサル割引と、学校割引を見直し、統一したも

ので、割引の対象範囲を広げることによりまして、これまで対象外でございました企業等の研

修会などでも適用されるようになりまして、利用率の向上を図れると考えております。 

 では、飛びまして３４ページから４２ページでございますが、こちらのほうは「（３）施設

利用者への支援計画」、めくっていただきまして、３７ページ、「（４）施設の利用促進の方

策」、それから４０ページ、「（５）利用者の意見聴取、自己モニタリングの考え方」につい

てで、それぞれ考え方、取組内容を示したものでございます。 

 続きまして４３ページ、４４ページにつきましては、「（６）施設の事業の効果的な実施」

についてということで、「①事業実施の基本的な考え方」、「②具体的な事業内容」について

示したものとなります。 

 ４５ページは、企画提案業務に関する基本方針でございます。上段太文字の基本方針のとこ

ろにありますように、「第２次千葉市文化芸術振興計画」に沿って、記載の５つの施策を基に

各事業を進めてまいります。それを図化したものが４６ページとなります。 

 また、４７ページでございますが、文化センターは、千葉市文化振興の拠点でありますこと

から、「アーツステーションちばを文化芸術拠点に」と書いてありますように、キャッチフレ

ーズ的にしまして、こちらを文化芸術活動に長期継続的に取り組む基盤、プラットフォームと

位置付けまして、図でありますように「広げる」、「育てる」、「支える」、「つなぐ」、

「創る」の各事業を実施することによりまして、市民と文化芸術のかけ橋となり、多くの市民

のよりどころとなる機能を有することで、うまく波及を目指していきたいと思っております。 

 ４８ページが、その組織図、実施体制図となっております。 

 続いて４９ページ以降につきましては、今の５つの施策に基づく実施計画ということになり

ます。「１ 舞台芸術鑑賞・参加体験部門」につきましては、新たに体験型のキッズフェスタ、

舞台芸術いきいき講座を実施しまして、文化芸術の裾野拡大に努めていきたいと思っておりま

す。 

 次に、「２ 文化芸術育成部門」については、次世代の文化芸術活動を担う人材育成等のこ

とでございまして、それぞれ活動に関わる人材育成に努めてまいります。 

 めくっていただきまして、５０ページ、「３ 文化芸術支援部門」につきましては、こちら

は高齢者、障害者から幅広い市民が、文化芸術を享受できるようにということで、新たに文化

芸術推進プログラムを実施いたします。これまでどおり文化活動支援、あるいは伝統文化普及
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事業に取り組みまして、文化のまち、千葉の醸成を目指してまいりたいと思っております。 

 その下、「４ 文化芸術協働・発信部門」につきましては、広く周知するためという形で、

それぞれウェブ版等を通じて広報活動をしていきたいと思っております。 

 続いて、「５ 千葉文化創造部門」は、文化芸術に通じた千葉の魅力づくりという形で、特

に市民創作プロジェクトを実施することによりまして、力を入れたいと思っておりますし、ま

た、人材活用促進におきましては、ゆかりのアーティストの活動の活性化を図っていきたいと

いうふうに思っております。 

 ５２ページの成果指標については、それぞれ利用者サービスの充実と割引制度を積極的にア

ピールいたしまして、使用件数増加を図っていきたいと思っております。 

 また、文化センターにつきましては、アーティストバンクの登録者数につきまして、１年度

当たり１５件で、５年間で７５件を目標に、それぞれ市のほうで示されました数値目標の達成

を目指してまいりたいと思っております。 

 最後に、６７ページが、２館の収支計算総括表でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○吉田部会長  限られた時間でありがとうございました。委員の皆様からご質問ございまし

たら、お願いしたいと思います。 

 では、八木委員、お願いします。 

○八木委員  これは細かい言葉の問題かもしれないのですが、「提案書」の８ページで、企

画提案業務は、Ｎｏ．１８から２５の職員の方で、自主事業が非常勤の事務員の方というふう

にすみ分けられているのですが、これはどのような業務なのか、教えていただけますか。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（黒川）  お答えいたします。企画提案業務につきまし

ては、企画事業課アーツステーション室というところの職員が担当している案件です。自主事

業が非常勤という話ですが、当然、非常勤だけでやるのではなく、そこの館長や主査も、人件

費には一応按分で入るようになっております。 

 自主事業につきましては、「提案書」に書いてありますが、弁当、看板、花等のあっせん、

共催事業の公演とその場合のチケットの販売です。非常勤の方にはチケットの販売とか、花、

看板の受注の事務もやってもらっているという形になります。 

○八木委員  物販とか、そういう事務的なことが自主事業ということですね。「管理運営の

基準」のほうの文言では、自主事業にも文化事業がありまして、独創性の高い鑑賞事業と文化

事業をできるだけ企画提案してくださいというようなことが書いてあるので、この企画提案業

務と自主事業とぱっくり分かれているのが、どういう業務のすみ分けなのか、もう少し混然と

したことなのかなと思ったのですが、ある意味では分けて、この企画提案というのは、企画提

案業務のほうにどちらかというと吸収されているということですか。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（黒川）  はい、そちらでやるようになっています。 

○八木委員  分かりました。ついでにもう１点お聞きしたいのですが、３５ページなのです

が、予約チケットの引取り方法の多様化ということなのですけど、代引きの配送で自宅まで届

けるというのは、コンビニとかでプレイガイドのチケットを取るようなイメージから比べると、

代引きで自宅へ届けるというのは結構面倒なのかなという感じがしますが、これは何かハード

ルがあるのでしょうか。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（鈴木）  こちらにつきましては、コンビニ決済という

手段もあるのですが、費用的な問題もございまして、今やっていますのは宅急便です。こちら

の業者さんを利用しまして、チケットをご自宅まで届けるという方法を今は取っております。

これとは別にクレジット決済で購入いただいて、宅配でご自宅のほうに届けるという形を取っ
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ております。コンビニ決済ということももちろん視野には入っているのですが、トータル的な

費用面との兼ね合いがございまして、今現在、実現できていないという状況です。 

○八木委員  制度的に難しいというよりは、費用の面でということですね。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（鈴木）  そうですね。そこが一番ネックです。 

○八木委員  分かりました。どうもありがとうございます。 

○吉田部会長  いかがでしょうか。日野委員お願いします。 

○日野委員  「提案書」４７ページです。先ほどご説明いただきました「アーツステーショ

ンちば」ですが、これは具体的に、どのように利益と結びつけるかということについて、また、

例えば千葉市美術館とか、様々な公共施設とのコラボレーション、その点のお考えがあれば教

えていただければと思います。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（鈴木）  こちらにつきましては、文化センターが文化

振興の拠点という位置付けになりますので、ここから千葉市内で活動されているアーティスト

の方ですとか、千葉市内で活動いただいている芸術団体の皆様とのかけ橋をつくるという目的

ですので、ここで収益を生もうという趣旨ではないです。 

○日野委員  その代わり、それをきっかけに例えば利用率を増やすとか、そういった趣旨で

すか。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（鈴木）  そうですね。きっかけづくりという意味で。 

○日野委員  ほかの公共施設とのコラボレーションについてはいかがですか。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（鈴木）  これは公共施設以外でもそうなのですが、協

働連携事業ということを考えておりまして、今期もＮＨＫ千葉放送局さんのロビーを貸してい

ただいて、一緒にランチタイムコンサートというのをやっているのですが、これに付随しまし

て、今後もそのような団体さんを広げていきたいというふうには考えております。 

○日野委員  もう１点だけよろしいですか。市民会館と文化センターとのすみ分けというか、

いわゆる各公共施設の差別化についてです。今もご検討いただいているとは思うのですが、利

用者のターゲットの絞り方とか、あとそれぞれの自主事業のすみ分けなど、その点の戦略を具

体的に教えていただけますか。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（鈴木）  まず、市民会館のほうは、千葉市で一番大き

なホールでございますので、鑑賞型、より多くの、多世代の方にご覧いただくというところで、

実演芸術の公演の実施を提案させていただいています。 

 また、文化センターのほうは、ホールのキャパシティは半分の約５００席ではあるのですが、

それ以外にリハーサル室ですとか、スタジオという施設を備えていますので、こういった施設

を市民の方々にご活用いただいて、参加体験型、こういう講座をメインに進めていって、ホー

ルでの発表というような位置付けで、実際に参加していただくものと、鑑賞していただくとい

うような形のすみ分けになっています。 

○日野委員  そういったすみ分けからすると、例えば、３１ページの利用状況の割引制度で

は、例えば文化センターのほうは参加型ということで、少し市民向けの割引の方策もあり得る

のかなというふうに思います。共通する部分もあれば、あとは共通しない部分もあると思うの

ですが、文化センターの役割として、市民の体験を増やすという意味では、もう少し考慮いた

だければと思いますし、あと、料金設定も市民会館と文化センターで、ほぼ金額としてはあま

り変わらないので、市民の方が、より利用しやすいような料金設定も今後ご検討いただきたい

と思います。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（鈴木）  分かりました。 

○吉田部会長  では、私のほうからになるのですが、令和元年度の年度評価をさせていただ
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いたときにも、コロナウイルスの感染拡大防止により、主催者判断での中止によって利用料収

入がかなり落ち込んでいると伺っているかと思います。４月以降も同様の状況が続いているの

ではないかと推測するのですが、指定管理者制度を取っておりますが、千葉市公益財団法人千

葉市文化振興財団の出資、つまり千葉市の１００％出資ということでもありますので、公益財

団法人千葉市文化振興財団の赤字は最終的に千葉市の財政にも影響を与えるという面も大きい

のかなと思っております。 

そういった意味合いで、６７ページです。収支予算書を組んでいただきましたが、この利用

料金収入は、コロナの件は及んではいないとは思うのですが、効率化できるところは効率化し

て、しっかりと黒字収支を見込んで数字を組んでいらっしゃるということでよろしいですか。 

 ただ、その一方で、コロナの影響は芸術分野でもとても大きく、収入の面でも、発表の面で

も厳しい状況というところで、必ずしも収支が合わないから問題となるところではなくて、芸

術を絶やしてはいけないというお気持ちも強いのかなと思います。そのバランスが、今一番求

められているところかと思うのですが、このコロナ禍の状況におきまして、公益財団法人千葉

市文化振興財団として千葉市の芸術をどのように支えていかれようとしているのか、もし、よ

り詳しいお話が聞けたらと思いますが、いかがですか。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（布施）  今、委員からお話がありましたように、昨年

２月、３月から６月までの段階では、ほとんど開店休業に近い段階でしたが、会場ホールにつ

きましては、少しずつ戻ってきているということがあります。 

 あと、市のほうで、練習や発表の場として、ホールを使った場合には、利用者の方は無料で

使えるという制度がありまして、私どもとしてもアーティストバンクなどの方々や、芸術文化

団体さんにご案内等をさせていただいて、これを良い機会として、ぜひともホールを使っても

らいたいということも促しているところでございます。そういったものが、今後、次年度以降

もホールを使いたい、あるいは、文化センターを練習の場としたいと、「アーツステーション

ちば」でもございましたように、多くの方々のよりどころとなって、少しでも多く使ってもら

えるように今後ともいろいろな方々にお話をお伺いしながら、それに合うような施設を紹介し

たり、あるいは、ここが空いていますよと促したり、多くの方にご利用いただけるようにして、

結果的にはホールができるだけ、もしくは各室が埋まるような努力はしていきたいと思ってい

るところでございます。以上でございます。 

 ○吉田部会長  ありがとうございます。あと、もう１点なのですが、やはり市民会館のほう

の老朽化というものは、どうしても避けられないのかなと思います。移転というニュースも出

てきてはいるところで、設備をどこまで修繕対応されていくかというのもなかなか難しい部分

ではあると思うのですが、利用者の方が、怪我などされないように、日頃どのような予防保全、

運営をされているか、ご説明いただけますか。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（布施）  大分、年数が経っていて、使いづらい部分等

も多々あるわけなのですが、やはり基本的には怪我が起きないように、ということです。外壁

もそうですが、クラックとかがあった場合に、剥がれてきて怪我をするというのはありますの

で、そういったものは、日常点検で職員が巡回をしておりますし、あとは、定期的に業者も設

備点検とかで入っておりますので、そういったときに気づいたことがあれば早めに申し上げて

いただくという形で対応しております。あと、当施設では、１件当たりの個別修繕料が６０万

円までは小破修繕で直せることになっておりますので、小さいうちにできるだけ直すようにし

ておりますし、大きなものについては、市のほうと協議をさせていただいて、優先順位をつけ

て予算要求をしながら直していって、少しでも長く使えるように努力しているところでござい

ます。 
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○吉田部会長  千葉市は老朽化している施設がとても多いので、利用者の方の安全面という

ものは、とにかくしっかりと確保されていって、運営していただきたいなと思っております。 

 ほかに、ご質問いかがでしょうか。朝香委員お願いします。 

○朝香委員  ３１ページの割引制度なのですが、３０日前割引というのは、３０日前までに

予約がなくて空いているホールなり、ほかのお部屋などを割引するという制度でございますか。

ホールを３０日前に予約するということは、なかなかないことですよね。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（布施）  一般的には大体１年半前から定期大会とか大

きなコンサートは予約が入っているのですが、平日とか、午前、午後、夜間と３区分の時間で

特に夜間もそうなのですが、やはり埋まらないところが多くございますので、そういった場合

には、３０日前という形で、学校の部活とか、あるいは団体さんが本番前の練習で使っていた

だくとか、そういった利用がございます。 

○朝香委員  本番ではなくて、リハーサルに使うということですね。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（布施）  そうです。あとは、実際ホールを使うという

ことはなかなかないものですので、試しにやってみようかということでも使っていただけるか

なと思います。空いている日をできるだけ埋めたいということで、割引しています。 

○吉田部会長  稼働率を上げていく取組みの１つということですね。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（布施）  ただ、土日はいつも抽選予約になっておりま

すので、土日は難しいのかなと思います。 

○朝香委員  分かりました。ありがとうございました。 

○吉田部会長  では、私のほうからですが、文化センターのほうは、平成元年にできたとい

えども、千葉市の中ではきれいな施設なのかなと思って、特に会議室を中心に人気があるのか

なと思っていて、文化以外のご利用というのも大変多いのかなと思います。そこであくまでも

文化、芸術を盛り上げるためとした差別化というものは、何かされていらっしゃいますでしょ

うか。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（布施）  基本的には、予約を受けまして、抽選という

ことになりますので、種目によって貸す、貸さないとか、あるいは、ここが優先とかというも

のはありませんので、その辺りは厳しいかなと思っています。特に９階の会議室は、企業さん

がお使いいただいておりまして、助かっているところでもあります。 

○吉田部会長  とても便利できれいな場所で、商工会議所のビルの中ということもあるので、

企業利用というのも多くて、稼働率が高まっているのは良いのかなという反面、本来的に何の

ための文化センターなのかというところで、本来使っていただきたい方たちが使えない状況に

なっているのであれば、方向性として、企業利用に何か一定の制限を設けるということは必要

になってくるのかなと考えているところです。今は、特に制限なく、目的に関係なく抽選され

ているということですね。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（布施）  セミナー室であったりという部屋もございま

すので、ご紹介をさせていただいて、ほかの部屋のご利用等を促したりということもしており

ますので、完全に全館満席というのはあまりないのかもしれないです。 

○吉田部会長  分かりました。文化センターは、立地的には少し駅から離れていて難しい面

もあって、また、市民会館と文化センターの距離も離れていますので、２館の運営というのは

なかなか難しい面もあるかと思うのですが、しっかりと今回、成果目標にも入れていただきま

したとおりに、やはり千葉市の文化というものを盛り上げていっていただきたいなと思ってお

ります。 

 ほかにご質問はございますか。 
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○八木委員  では、今のご質問に関連して４６ページ、新たにやられる施策について、せっ

かくですのでお聞きしたいなと思うのですが、「第２次千葉市文化芸術振興計画」を踏まえ、

市民主体、子ども・若者を中心に取組みをやられるということなのですが、これはどういった

イメージか、簡単に教えていただけますか。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（布施）  こちらは、今期もそうだったのですが、千葉

市の「第２次文化芸術振興計画」で主題になっております市民主体、千葉市が進めております

子どものための文化の創造というところを拾っていまして、施策自体も「第２次文化芸術振興

計画」の５施策に合うような形で、明確に事業を進める上での新たな施策ということで、同じ

ように５施策を提案させていただきました。 

 その中で、市民主体というのは、特に大きなところでは先ほども説明させていただきました

市民創作プロジェクト、これは今期も市民創作ミュージカルというのを行いまして、これに関

しましては、創作作品原作を市民の方から募集しまして、それをプロの方ももちろん手を加え

ていただいたのですが、最終的には市民の方が演じていただいて、半年に及ぶ稽古を行った上

での発表を平成２９年度に実施したところです。 

 そこでは、練習会場を文化センターで、本番を市民会館で実施し、２館を使った市民主体と

なった事業として取り組んだという実績がございますので、それにつきましても今回の提案の

事業として主眼に捉えて実施していきたいと考えています。 

○八木委員  イメージとしては、ワークショップみたいなものが行われるようなことでしょ

うか。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（布施）  そうです。ミュージカルですので、市民の方

を募集させていただきまして、稽古をしまして、本番を迎えるということです。そこの稽古に

当たっては、プロの指導を受けながら、という形です。 

○八木委員  そういうワークショップの受け皿になり、「アーツステーションちば」みたい

なものが、そういうプラットフォームの受け皿にもなるということですね。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（布施）  そうですね。 

○八木委員  分かりました。 

 では、もう１つ、３９ページでＳＮＳを活用した発信の話が書かれていまして、先ほども子

どもや若者ということをおっしゃられて、こちらも若者層をターゲットにすると書いてありま

したので、具体的に教えてください。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（布施）  こちらは、皆さんご存じのツイッター、フェ

イスブックを使ったということになるのですが、若い人たちに文化施設に来ていただく、実際

にワークショップなり、講座に参加していただくというところを目指して、ＳＮＳの活用をも

っと推進していこうというところで、こちらに記載させていただいていております。 

 この事業の中としても、２つのソーシャルネットワークシステムを使ったものを実施してい

くというふうに考えております。 

○八木委員  これは、職員の方がやられるということですか。 

○公益財団法人千葉市文化振興財団（布施）  そうです。 

○吉田部会長  では、お時間となりましたので、これにてヒアリングを終了させていただき

たいと思います。公益財団法人千葉市文化振興財団の皆様、ありがとうございました。 

［公益財団法人千葉市文化振興財団 退室］ 

○吉田部会長  それでは、委員の皆様は、今のヒアリングを踏まえまして、審査をお願いし

ます。審査が終わりましたら、「審査表」を事務局職員に渡してください。事務局の集計が終

わるまでの間、休憩といたします。 
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［採点・休憩］ 

○吉田部会長  それでは、議事を再開いたします。事務局から集計結果の報告をお願いいた

します。 

○小倉市民総務課長  それでは報告いたします。お手元にお配りいたしました「審査結果集

計表」に記載のとおり、すべての審査項目につきまして、委員の皆様が「○」、「管理運営の

基準」等で設定した水準どおりの業務が行われることが見込まれるとご判断いただきました。

以上でございます。 

○吉田部会長  それでは、この集計結果を踏まえまして、当部会としては公益財団法人千葉

市文化振興財団の提案内容は、「管理運営の基準」等を満たしているものと判断し、千葉市民

会館及び千葉市文化センターの管理運営を適切かつ確実に行うことができるものと認めてよろ

しいでしょうか。 

（異議なし） 

○吉田部会長  続きまして、意見交換に移ります。次期指定期間中の管理運営において、特

に留意すべき点など、申請者の提案内容について、意見やご要望はございますか。 

 まず、１つ目は市民会館が老朽化しているので、安全な運営をしていただく、利用者への怪

我等がないようにしていただくというのが一番重要なのかなと思っております。 

 あとは、コロナ禍におけるアーティストの皆様の練習や発表などの難しい面をしっかりとサ

ポートしていただきたいのかなと。収益面よりもそういったところが公益財団法人千葉市文化

振興財団としては必要なのかなと思います。 

 その一方で、千葉市の財政と表裏一体である団体であるため、効率的な運営は注視されたい

ぐらいですかね。 

 あと、追加で何かございますか。チケットについてはもう少し言いたいところですが、そこ

はいかがでしょうか。 

○日野委員  特に若年層を中心として、今やスマホで完結する時代だと思うのですが、なか

なか難しいですね。 

○吉田部会長  実際に来られる方の年齢層からいっても、ああいった対応が現実的とはなっ

ているのかもしれないですね。 

○日野委員  逆に言うと、そこの差があると若い人が来づらくなってしまう阻害要因になる

おそれも考えられますが、そうした点の分析は必要になりますし、現時点において因果関係が

あるのかないのか、そこは分からないですね。 

○吉田部会長  会場を借りて、主催者が別にいる場合は、当然コンビニやらスマホとか、自

分たちでやられるとは思います。 

○日野委員  自分たちでやられる分には問題は生じないということですね。 

○吉田部会長  それは、ここであえて申し上げることでもないのかなと思いますね。 

 では、今の３点程度で、安全な運営と実践をサポートしっかりしていただく点と、あと効率

的な運営というものは求めていきたい。ただ、収益を求めるものではないというところを伝え

させていただきたいと思います。 

 これらにつきまして、施設所管課から公益財団法人千葉市文化振興財団にお伝えいただきま

して、次期指定期間における施設の管理運営に十分反映されることとしていただけますよう、

よろしくお願いいたします。 

 次に、議題３「今後の予定について」に入ります。事務局より説明をお願いします。 

○小倉市民総務課長  それでは説明いたします。 

 資料６をお願いいたします。本日の部会の報告につきましては、部会長から委員会会長にご
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提出いただき、その後、会長から市長宛てに委員会としての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、市として指定管理予定候補者を最終的に決定することになります。

その後、申請者に選定結果を通知し、指定管理予定候補者と仮協定を締結しまして、１１月下

旬から開会予定の令和２年第４回千葉市議会定例会に指定管理者の指定議案を提出し、議決を

いただきました後、基本協定を締結し、令和３年４月からの新たな指定期間における指定管理

が開始となります。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。 

（なし） 

○吉田部会長  最後に、議題４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  本日の会議は非公開でございましたが、議事録は公開をさせていただ

きます。議事録の案につきましては、皆様方に後日ご確認をお願いしたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。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。 

（なし） 

○吉田部会長  ほかに、全体を通して委員の皆様からご質問、ご意見はございますか。 

（なし） 

○吉田部会長  今回みたいな形の場合、事前にしっかり打合せをして、時間のタイムスケジ

ュールは、もう少し現実に即した形にしていただくと、皆さんのスケジュールもよろしいかと

思います。ほかの予定がもしかしたら入れられたのが、入れられなかったということもあるか

もしれませんので、応募者がたくさんいらっしゃる場合には、公平を期すためにしっかりと区

切って、ただ、議論が紛糾する場合は少し余裕を持たせてというところで、弾力的な会議の運

営を事務局側もご検討いただければと思います。 

 ちょっと厳しいご意見になりますが、早く終わって良かったということではなく、皆さんの

時間を取っているという意識も持っていただければよろしいのかなと思います。 

 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いたしました。ありがとうござ

いました。 

 それでは、事務局にお返しします。 

○横山市民総務課長補佐  長時間にわたりまして、皆様には慎重なご審議をいただき、誠に

ありがとうございました。 

 以上をもちまして、令和２年度千葉市指定管理者選定評価委員会第５回市民・文化部会を閉

会いたします。 

 なお、委員の皆様の任期は、来年、令和３年１月１４日までとなっておりますが、今回で任

期中最後の部会となります。２年間にわたり、皆様からの多大なご支援、ご協力を賜り、誠に

ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様、本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。お気をつけて

お帰りください。 


