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令和２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第２回若葉区役所部会議事録 

 

１ 日時：令和２年７月９日（木）１０：００～１１：３０ 

 

２ 場所：千葉市若葉区都賀コミュニティセンター １階 集会室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

稲垣 總一郎委員（部会長）、吉田 恵美委員（副部会長）、秋元 稔委員、 

関 寛之委員、髙山 修委員 

（２）事務局 

筒井地域づくり支援室長、西村主査、小野田主任主事、三ツ目主任主事 

 

４ 議題： 

（１）指定管理者選定に係る募集条件、審査基準等に関する事項について 

ア 千葉市若葉区都賀コミュニティセンターについて 

（２）今後の予定について 

（３）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）指定管理者選定に係る募集条件、審査基準等に関する事項について 

  ア 千葉市若葉区都賀コミュニティセンター 

次期指定管理者の募集要項、選定基準等の選定に関する書類について、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）今後の予定について 

   今後の選定スケジュールについて、事務局から説明した。 

（３）その他 

議事録の公開について、事務局から説明した。 

 

６ 会議経過：  

○地域づくり支援室職員  委員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりいただ

きまして、ありがとうございます。 

 少し早めですが、皆様おそろいでいらっしゃいますので、ただいまより、令和２年度千

葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回若葉区役所部会を開会いたします。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます、地域振興課地域づくり支援室の小野田と

申します。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、参考資料２の「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の

会議の公開及び議事録の作成等について」に定める非公開事項に該当することから、すべ

て非公開といたします。 
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 本日は、新型コロナウイルス感染症対策として、十分な換気を行うため、窓を開放いた

しております。また、職員はマスクを着用しておりますほか、地球温暖化防止対策の一環

として軽装とさせていただいておりますので、ご了承ください。 

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

すが、お手元のファイルの資料２「委員名簿」をもちまして、ご紹介に代えさせていただ

きたいと思います。 

 続きまして、職員について紹介いたします。 

 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。 

 主査の西村でございます。 

 主任主事の三ツ目でございます。 

 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」でございます。 

 次に、ファイルをお開きいただきまして、資料１は「千葉市市民局指定管理者選定評価

委員会第２回若葉区役所部会進行表」、資料２が「若葉区役所部会委員名簿」、資料３－

１から資料３－５は「千葉市若葉区都賀コミュニティセンターの指定管理者の募集に関す

る資料」で、５種類ございます。資料３－１が「募集要項（案）」、資料３－２が「管理

運営の基準（案）」、資料３－３が「指定申請書類（案）」、資料３－４が「基本協定書

（案）」、資料３－５が「選定基準（案）」でございます。資料４が「今後の予定につい

て」でございます。 

 なお、これらの資料につきまして、大変恐れ入りますが、事前に皆様にお送りしたもの

から一部微修正を行いましたので、修正箇所とその理由を示した一覧表を合わせてお手元

にお配りしております。机上配付のオレンジ色のファイルは、すべて修正後の状態でご用

意しております。詳細については、後ほどご説明いたします。 

 続いて、参考資料１が「千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例」、参

考資料２が「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の会議の公開及び議事録の作成等に

ついて」、参考資料３が「部会の設置について」、参考資料４が「若葉区役所部会で審議

する公の施設一覧」、参考資料５が「千葉市情報公開条例・施行規則抜粋」、参考資料６

が「千葉市コミュニティセンター設置管理条例・施行規則」でございます。 

 以上をお配りしておりますが、おそろいでしょうか。不足等ございましたら、お知らせ

いただければと思います。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○地域づくり支援室職員  ありがとうございます。 

 なお、今回、委員の皆様からの資料に関する事前質問は特にございませんでしたので、

報告させていただきます。 

 続きまして、会議の成立について、ご報告いたします。 

 本日は、全委員の出席となっておりますので、「千葉市公の施設に係る指定管理者の選

定等に関する条例」第１１条第７項において準用する第１０条第２項に基づき、会議は成

立しております。 

 それでは、これより議事に入らせていただきます。 

 これからの進行は、稲垣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
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します。 

○稲垣部会長  それでは、「次第」に従いまして議事を進行してまいります。ご協力の

ほど、よろしくお願いします。 

 早速、議題１の「指定管理者選定に係る募集条件、審査基準等に関する事項について」

に入らせていただきます。 

 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、説明をお願いします。 

○筒井地域づくり支援室長  審議の流れについてご説明させていただきます。 

 本日は、これから皆様に、募集関係書類に関しまして、修正すべき点などがないかどう

か、ご審議をいただきたいと思います。 

 そして、皆様から意見をいただきましたものを反映いたしまして、次期指定管理者の公

募に係る募集関係書類として確定いたします。それをもって公募を開始するという流れに

なります。 

 なお、公募に当たりましては、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」の案を公開いたします。 

 「選定基準」につきましては、選定前に公表することで適正な選定業務に支障を及ぼす

ことが懸念されますので、選定が終了するまでは公表しないことといたします。 

 本日の審議の流れでございます。 

 以上でございます。 

○稲垣部会長  ご質問はありませんでしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

○稲垣部会長  次に、「千葉市若葉区都賀コミュニティセンター」の募集条件等に係る

審議に移ります。各資料の詳細について、事務局から説明をお願いします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、「千葉市若葉区都賀コミュニティセンター」の募

集関係書類についてご説明いたします。座って説明させていただきます。 

 この募集関係書類につきましては、多くの部分で市内のコミュニティセンター共通で設

定した内容になっておりますので、この都賀コミュニティセンターとして独自に設定した

部分と共に、特にご留意いただきたい共通の部分などを念頭にご説明させていただきます。 

 それでは、まず、資料３－１「指定管理者募集要項」をご覧ください。 

 この「募集要項」ですが、施設の設置管理条例及び管理規則を踏まえ、対象施設の概要、

業務の範囲、リスク分担、選定スケジュールなど、今回の募集の概要を記載したものであ

り、市の指定管理制度の所管課である業務改革推進課が、全庁的に標準的なひな形として

作成したものに、コミュニティセンターの特性等を加味し、作成いたしております。 

 資料をお開きいただきまして、まず、２ページの「１ 指定管理者募集の趣旨」、「２

募集要項等の定義」については、ひな形に基づく共通の内容となっております。 

 １枚めくっていただきまして、３ページの「３ 公募の概要」についてですが、まず、

「（１）管理対象施設」は、都賀コミュニティセンターと都賀いきいきセンターが併設さ

れた施設でありまして、現在と同様に、都賀コミュニティセンターの指定管理者が建物を

一括管理いたします。 

 このことに関連いたしまして、事前にお送りしました資料３－２で多く抜け落ちがあり
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まして、誠に申し訳ございませんでした。 

 「（２）指定期間」は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間です。 

 「（３）業務の内容」につきましては、後ほど、「管理運営の基準」の中で詳しくご説

明させていただきます。 

 「（４）選定の手順」は、記載の表のスケジュールで進めていくこととしております。 

 なお、この選定評価委員会によるヒアリング、選定の実施は、上から７番目ですが、 

１０月２２日（木）に実施を予定しております。 

 次に、４ページの「４ 管理対象施設の概要」ですが、「（１）設置目的等」と「（２）

特徴」は、共通の内容になっております。 

 まず、条例上の設置目的が、「市民のコミュニティ活動のための施設」と位置付けられ

ていることを踏まえまして、施設の目的・目指すべき方向性を示したビジョンは、「コミ

ュニティ活動を促進し、市民の連帯感を醸成することで、市民全体の住みよいまちづくり

を推進すること」としております。 

 また、このビジョンを実現するために、施設の社会的使命や役割であるミッションは、

「コミュニティ活動の場を低廉な料金で安定的に提供すること」、「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」、これら３つとしております。 

 これら設置目的を受けまして、次の「（２）特徴」にありますように、「ア コミュニ

ティ活動の場と機会の提供」、「イ 情報発信、相談機能」にそれぞれ記載された考えに

基づいた運営を行っております。 

 次に、「（３）地域の特性」ですが、こちらは今回の募集で新しく記載することとなっ

た部分でありまして、都賀コミュニティセンターを取り巻く周辺の状況、環境について記

載しております。 

 １枚おめくりいただきまして、５ページの「（４）施設の概要」につきましては、記載

のとおりでございます。 

 ６ページの「（５）指定管理者制度導入に関する市の考え」については、共通の内容と

なっておりますが、指定管理者制度導入により、市民サービスの向上を図り、さらに多く

の市民に利用していただく効果を見込んでいます。したがって、市としては、指定管理者

に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の提供や、魅力的な事業の実

施、施設の利用促進、効果的な広報活動などにより、施設の利用が促進されることを期待

しております。 

 したがいまして、具体的な成果目標としては、「①施設稼働率（諸室）」、それから、

「②施設利用者数（スポーツ施設）」、都賀コミュニティセンターでいいますと体育館で

すが、こちらの利用者数を設定しております。 

 数値目標についてですが、「①施設稼働率（諸室）」については、平成２９年度に実施

した大規模改修工事の影響により、再開館後に稼働率が落ち込んでいることから、５年間

で大規模改修前の水準まで稼働率を増加させることを目標として、毎年プラス１％、最終

年度となる令和８年度におきまして、４０．４％以上を達成することを目指すものとした

いと思っております。 

 また、「②施設利用者数（スポーツ施設）」ですが、こちらも再開館後、利用者数が改
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修前の水準に至らず、伸び悩んでおりますので、諸室と同じく大規模改修以前の水準に戻

すことを目標として、稼働率の目標を毎年プラス１．５％、最終年度におきまして１万９，

６５７人以上の利用を目標としております。 

 次に、「５ 指定管理者が行う業務の範囲」については、共通の内容で、記載のとおり

でございます。なお、詳細につきましては、「管理運営の基準」にて説明いたします。 

 「６ 市の施策等との関係」や、８ページ以降の「７ 指定管理者の公募手続」の具体

的な日時以外の部分、さらに、１０ページ以降の「８ 応募に関する事項」につきまして

も、共通の内容となっております。 

 次に、１５ページをお開きいただけますでしょうか。「９ 経理に関する事項」の

「（１）指定管理者の収入として見込まれるもの」の「＜指定管理料の基準額について＞」

ですが、指定期間全体の指定管理料の基準額は、この資料ですと「○○○，○○○千円」

という表記になっておりますが、こちらの金額について、今、市民総務課が本市の財政部

門と協議している最中でありまして、現時点で確定していないため、誠に申し訳ございま

せんが、本日、金額をお示しできません。確定次第、委員の皆様には、お知らせしたいと

思います。 

 なお、指定管理料算定の考え方ですが、こちらは共通の内容ですが、人件費、事務費及

び管理費の支出合計額から、諸室、体育館の利用料金収入を差し引いた額を上限額としま

して、毎年度、市と指定管理者の協議の上で、支払額を決定いたします。 

 １６ページの「（５）利益の還元（剰余金の取扱い）について」ですが、指定管理者が

管理業務や自主事業の実施により利益を得た場合、その利益は、指定管理者の経営努力に

よるものである一方、公共財産である公の施設の管理運営業務から生まれたものと考えら

れるので、剰余金が総収入額の１０％を超えるような、計画を大きく上回る利益があった

場合には、１０％を超える部分の２分の１を市に還元することを求めるものです。 

 なお、自主事業の収支が赤字になる場合には、自主事業の収支を除いて計算いたします。 

 １７ページ以降をご覧ください。「１０ 審査選定」の「（２）審査基準」ですが、次

期指定管理予定候補者の選定を行うにあたっての審査基準として、審査項目及び配点につ

いて、ご覧のとおり記載しております。内容は、後ほど「選定基準」で詳細を説明いたし

ます。 

 最終の１９ページですが、「１３ その他」におきまして、「【現在の利用料金の割

引】」ですが、都賀コミュニティセンターの体育館の利用に関しては、１０回分の料金で

１１回使用可能な回数券のみ取り扱っております。 

 資料３のうち、「募集要項」につきましては、以上でございます。 

 続いて、資料３－２「管理運営の基準」をご覧ください。 

 この「管理運営の基準」は、指定管理者が行う業務の詳細、すなわち、市が指定管理者

に要求する指定管理業務の水準を示したものでありまして、市のコミュニティセンターの

所管課であります市民総務課が、標準的なひな形として示したものに、施設の特性等を加

味して作成しております。 

 まず、２ページの「１ 総則」については、ひな形に基づく共通の内容でございます。 

 同じく、２ページの下段から始まる「２ 施設運営に関する業務の基準」ですが、３ペ

ージの「（１）施設貸出業務」のうち、「ア 使用時間」、「イ 休館日」、「ウ 職員



 

 ―６― 

の配置等」までは共通の内容です。「エ 使用許可等」では、指定管理者の許可対象とし

て、都賀コミュニティセンターにあるすべての諸室及び体育館を列挙しており、以下の手

続に関しても共通の内容です。「オ 使用申請の受付等」については、基本的に、ひな形

に沿って現在の予約手続に合わせた内容としており、令和３年４月１日以降の新予約シス

テムへの移行を盛り込んでおります。 

 ４ページの一番下の「（イ） スポーツ施設の使用申請の受付等」、「ａ スポーツ施

設（体育館）の貸出方法」ですが、体育館は、原則、個人使用ですけれども、市内の体育

館で共通の内容となりますが、専用使用日を設けることができることとしまして、「ｂ 

使用申請の受付」において、「（ｂ）専用使用」の受付について、共通の内容を記載しま

した。現在、都賀コミュニティセンターの運用としましては、毎月第３土曜日１３時から

１７時が専用使用時間帯として設定されております。 

 また、６ページの「ｇ 回数券・定期券の取扱」についても共通の内容を盛り込んでお

りますが、現在、都賀コミュニティセンターで販売されている回数券については、記載の

表のとおりでございます。 

 次に、７ページの「（２）市からの事業実施受託業務」は共通の内容となっております。 

 「（３）新型コロナウイルス感染防止策の実施」については、昨今の情勢を踏まえて、

今回新たに加えられた事項であります。 

 ８ページの「（４）その他の業務」も共通の内容となっておりますが、近年、災害が頻

発している状況に鑑みまして、コミュニティセンターの災害時の避難所としての役割がよ

り重要になっていると考えられることから、例えば１０ページの一番下の「（ｄ）市民・

被災者等への支援」などは、今回新たに盛り込まれた内容となっております。 

 １１ページの「３ 施設維持管理に関する業務の基準」ですが、施設維持管理の範囲を、

同じ建物に併設されている複合施設の「都賀コミュニティセンター」と「都賀いきいきセ

ンター」としまして、現在と同様に、都賀コミュニティセンターの指定管理者が連携調整

をしまして、主にスケジュール調整などを図りながら、維持管理業務を行うことといたし

ました。ただし、備品の管理範囲については、都賀コミュニティセンターとしております。 

 以下、「（１）建築物保守管理業務」から、１８ページの「（１０）その他の業務」ま

での各業務は、共通の内容となっております。 

 なお、少し戻っていただいて恐縮ですが、１４ページの「（４）備品管理業務」につき

まして、備品台帳により、本市所有の備品と指定管理者所有の備品とを区別して管理する

こと、また、指定管理料を財源として備品を取得した場合には、本市所有となりますので、

備品台帳の記載内容について、本市に報告することを新たに明記いたしました。 

 １８ページからの「４ 経営管理業務に関する基準」、２２ページ以降の「５ その他」

についても共通の内容となっております。 

 最後に、２３ページをご覧ください。「６ 自主事業」ですが、若葉区としまして、

「イ 地域の魅力が高まるように、住民と連携して取り組む事業を計画すること。」、こ

ちらを前回に続いて盛り込みました。これは、指定管理者が住民のニーズを把握したり、

住民の知識や経験を活用したりするなど、住民と連携をしまして、地域の特徴を踏まえた

事業に取り組んだり、地域資源を活かした事業に取り組むことで、住民同士のつながりを

広げたり、住民に地域の魅力を改めて認識してもらうことを意図したものでございます。 
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 「管理運営の基準」の説明は、以上でございます。 

 長くなりまして恐縮ですが、続きまして、資料３－５「指定管理予定候補者選定基準」

についてご説明いたします。 

 この選定基準は、「募集要項」に記載している審査基準を、より詳細に定めたものであ

りまして、審査の具体的な流れ、審査の方法、審査項目、採点の基準と方法、各審査項目

の配点などを記載しております。 

 審査基準に関しましては、基本的に市内のコミュニティセンターで共通の内容となって

おります。 

 まず、１ページの「１ 審査方式」ですが、２ページの「（４）審査等の流れ」に記載

しておりますとおり、応募者による提案書等の提出を受けまして、事務局で形式的要件審

査（第１次審査）を行いまして、第２次審査として、この選定評価委員会で提案内容審査

を実施しまして、指定管理予定候補者、それから、第２順位、第３順位の候補者を選定し

ていただきます。 

 なお、選定評価委員会の審査は、１０月２２日（木）を予定しております。 

 「２ 形式的要件審査」ですが、応募者が資格要件にすべて該当すること、逆に、失格

要件のいずれにも該当しないことを、事務局で審査いたします。要件につきましては、ご

覧のとおりでございます。 

 次に、４ページをご覧ください。「３ 提案内容審査」ですが、指定の基準・審査項目

及び配点は、一覧表のとおりとなっております。 

 指定基準の「５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること」及び「６ その

他市長が定める基準」に関する審査項目を除く各項目は、原則として５点を配点しており

ます。コミュニティセンターの特性を考慮しまして、重要な審査項目として位置付けて、

配点を加点している項目がありますので、ご説明をいたします。 

５ページをご覧ください。「イ 審査項目の配点の考え方」ですが、まず、「１（１）

管理運営の基本的な考え方」については、施設の運営にあたっては、単に施設の貸出しを

行えばいいというものではなく、設置目的、ビジョン・ミッションを踏まえた管理運営を

行うことが重要であると判断し、１０点に加点いたしました。 

「４（４）施設の利用促進の方策」については、コミュニティセンターの利用が促進

されることで、コミュニティ活動が活性化されるという効果を期待して、１０点としてお

ります。 

「４（７）成果指標の数値目標達成の考え方」ですが、本市の設定する成果目標及び

数値目標を、より効果的・効率的に達成するために重要な項目でありまして、この目標の

達成がコミュニティ活動の促進につながると考えられることから、同じく１０点に加点い

たしました。 

なお、先ほど申し上げたとおり、都賀コミュニティセンターでは、いずれも最終年度

の令和８年度の数値目標として、「諸室の施設稼働率」を４０．４％以上、「体育館の利

用者数」を１万９，６５７人以上と設定しております。 

「４（８）自主事業の効果的な実施」については、創意工夫がある自主事業の実施に

より、コミュニティ活動が促進される効果を期待して、同じく１０点に加点しました。 

「５（１）収入支出見積りの妥当性」については、適正な収入支出計画は、安定的な
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管理運営をするのに不可欠であると判断し、１０点に加点いたしました。 

最後に、「５（２）管理経費（指定管理料）」ですが、指定管理者制度の目的の一つ

である「管理経費の縮減」の実現性を判断することに加えまして、過度なコスト削減によ

り、市民サービスの低下につながる恐れがないかを判断することが重要であると判断し、

２５点に加点いたしました。 

また、各項目の審査・採点方法につきましては、６ページ以降に記載のとおりでござ

います。 

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

「指定管理者指定申請書類」の様式と、資料３－４として、市と指定管理者との間で締結

する「基本協定書（案）」を添付しておりますけれども、いずれも市で標準的なひな形と

して作成したものです。 

「基本協定書」には、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

る事項などを盛り込みますが、具体的な内容については、指定管理者が決定した後の協議

を踏まえて作成いたします。 

長くなりましたが、「千葉市若葉区都賀コミュニティセンター」の募集関係書類の説

明は以上でございます。ありがとうございます。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 ただいま、事務局より説明いただきましたが、募集条件や審査基準等に関して、ご質問

も含めてご意見がございましたら、どうぞ。 

○吉田委員  資料３－１の６ページになりますが、スポーツ施設、体育館の数値目標は、

今回、１万９，６５７人で、過去４年間でも、達成したことのないような、かなり高い目

標が示されているなと感じております。他のコミュニティセンターであれば、スポーツジ

ムみたいなところで、人数を稼ぎやすい面があると思うのですが、都賀コミュニティセン

ターは体育館で、こういったコロナの状況で、卓球やバドミントンなど、広くて少人数の

ものしか再開できていないと伺っております。この１．５％とされた根拠を、もう少し丁

寧にご説明いただき、本当にこれが達成目標として示すべきなのかどうかというところも、

ご説明いただければと思いました。 

○稲垣部会長  今回、皆さん、関心があると思うのですけれども、コロナのこういう問

題で、過去の延長でやれるのかなという、そこが一番ですよね。あまり目標が高すぎたら、

応募者がいなくなってしまうのではないかと思います。 

○吉田委員  バスケットやバレーボールが、まだできていない。ああいった大人数のス

ポーツができなくて、卓球だと、３面で６人って、そういったものを一生懸命重ねていく

という指定管理者に対して、かなり高い要求水準で、「ああ、達しませんでしたね」とい

うのを、５年間評価していくというのも、このような状況ではとても違和感があるだろう

と思っています。 

○筒井地域づくり支援室長  考え方といたしましては、今回はまず、５年間という長期

なのですけれども、コロナの状況がどうなるかわからないような状況で、コロナのことは

加味せずというかたちで考えております。あえて制限される種目があるとしたら、補填を

するという考え方で、コロナは考慮せずということで数字を出しております。 

 さらに、やはり施設の改修前の状態になかなか戻らないというところがありまして、改



 

 ―９― 

修後も、立地などの条件は変わっておりませんので、努力によって何とかここまで回復で

きるのではないかということもありまして、この数字を設定いたしております。 

○稲垣部会長  コロナの考え方がよくわからないのです。例えば、台風や何かで壊れて

しまったりで休んだりとかは、特別に考慮したりしますよね。でもコロナは、現在発生し

ていて、この状態がだらだら続くのだったら、台風明けで１か月休んだ場合と同じような

特別な考慮の対象にはならないのかなと思います。もう１回制限になってしまうと、対象

になるかも知れないけれど。このような状況の中で、今までやっていても達成できてない

ような目標を示すのは、どのようなシミュレーションをしたのか、どのようにこういう数

字を出したのか、内訳を知りたいです。 

○吉田委員  そうですね。１．５％を掛けたというよりも、体育館に毎日、何人、どう

いった方たちが来ていただいたのかという積み上げの数字として示していかないと、達成

できなかったときの分析というのは、できないのではないかなと感じています。 

皆さんのお手元にないかもしれませんが、平成２８年度ですら、１万９，４３６人で

す。その時点で、２００人達成できていないような数字ですので、何か机上で１．５％掛

けていって、ああ、ちょうどいい見合いの数字になったなという考えに感じます。コミュ

ニティセンターとして何とか目標を達成していただくというのであれば、体育館の営業日

数が何日間で、この日、何日ぐらい来られる、何人ぐらい来られるのではないか、そうい

った形で算定していかないと、結果、「目標を達成できませんでした」という分析が、い

つも弱いなと。「達成目標です」と、市から挙げているのに対して、管理者が「達成でき

ませんでした」、「６０％でした」ということしか言われていないのであれば、達成目標

が、そもそも毎回無理なものを挙げているのではないかという話にもなっていくかと思い

ます。 

改修前とおっしゃいますが、改修後、１万７千人台ということで、その１万７千人が

何で２千人も戻ってこないのか。そこの分析と、それに対して戻ってくると言えるのかと

いうのが、すごく机上の空論で、今後、達成できない５年間となってしまうのではないか

と危惧しています。 

○稲垣部会長  今度新しい基準で、コロナから守ろうというのが、さっきありましたよ

ね。それを守っていった場合に、いわゆる「３密」を防ぐやり方でいった場合に、常識で

言ったら、従来よりは利用者は減るのが普通ではないかなと思うのですよね。そちらに新

しい基準を入れているのに、計算の成果のほうが、あまり連動していないような印象を受

けたものですから、そこが少し気にはなりますね。 

○筒井地域づくり支援室長  実務的には、コロナの状況を加味した数字と、加味しない

数字というのも両方、実際は算出したのですが。市の考え方としては、５年間の長期にわ

たるということがまずあると思うのですけれども、コロナの状況を加味しないかたちで設

定するということになったというのが、まず、方針としてあります。 

○稲垣部会長  募集要項で、コロナの対応をきちんとやるということになっているのに、

対応したらどうなるのという。 

○吉田委員  コロナに対応してください、災害に対応してください、でも数値目標はコ

ロナを加味しないで達成してくださいというのは、中々難しいと思いますね。 

○稲垣部会長  難しいことは難しいですよね。 
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○筒井地域づくり支援室長  あとは本来であれば、この５年間のうちに改修前の状態ま

でもっていっていただきたいという思いがまずありました。もう少し対策というか、いろ

いろなイベントをやったりとか、そういうことをして、改修前にもっていっていただきた

い、それで最低でも元に戻すという目標。そして、プラスアルファということが希望とい

うことで、少し高めの設定ですが、数字は考えました。 

○稲垣部会長  例えば、一般の産業界でも、「コロナでダメだから」と言い訳していた

らキリがないから、一生懸命、飲食店が持ち帰りの弁当を作ったり、いろいろ工夫はして

いますよね。工夫はするのだけれども、やっぱりトータルで今までと同じ売上げが達成で

きるかといったら難しいわけで。今、数はそのまま維持できないと思っているから、イベ

ント業界でも同じようなものですよね。数を減らしながら何とかやっていくというのが今

の工夫ですよね。だから、本当は、人数を集める基準って、本当はもうコロナ時代だと合

わなくなってきているような気がしますよね。 

○吉田委員  コミュニティセンターの成果指標は、他の施設では割と達成しやすいよう

なイメージで、ここで評価が高まっているところは多いと思うのです。しかしながら、都

賀コミュニティセンターに関しては、総合評価でも諸室８３．３％、体育館６９．４％が

平均で、とても達成できない目標となっています。むしろ、指定管理者からすると、成果

指標はとりあえず市から示されているけれど、指定期間は継続して長くなっているので、

毎日同じようにやっていれば、目標としなくてもいいような数値になってしまってはいな

いでしょうか。市として、示し方がそもそも間違っているのではないかなという感覚があ

り、総合評価や年度評価の中でもありましたし、今回も結局、とても高い目標を示されて、

過去の栄光にすがるようなところになってしまってはいないでしょうか。 

 諸室がまず、４０．４％ですので、これはどうにか達してほしいなというところはある

のですが、スポーツ施設に関して、ジムでどんどん稼げている他のコミュニティセンター

とは違うものの、コロナではなくても、この目標が達成すべき目標だという形の示し方が

よろしいのではないかなと思います。 

逆に改修前は、どのような要因があって１万９千人以上の方が来られていたのか、そ

この改修前の要因分析が足りないのではないかなと感じて、ただの人数としか考えていら

っしゃらないのではないかなと思います。 

○稲垣部会長  ほかの方、何かご意見があれば。どうぞ。 

○関委員  今、お話に上がっていたコロナの影響は、いつまで長引くか誰もわからない

ので、成果指標としてなかなか示しづらい点もあると思うのですけれども、コロナの影響

を加味した場合の数字も出されたとおっしゃっていたので、レンジで示してあげるという

のも一つあるかなと。何万人から何万人の間を目標にすると。当然、その上限を超えてい

ただければ一番いいのでしょうけれども、コロナの影響が長引いて、３密を回避するとい

うことで一室に入れる人数を制限せざるを得ないということが長引いた場合を想定すると、

上限だけを示しているというのはちょっと厳しいかなと思うので、レンジで示してあげる

というのも一つ方法かなと思います。意見です。 

○稲垣部会長  ほかの方、特にはよろしいですか。 

（なし） 

○稲垣部会長  そうすると、部会の意見としては、検討の余地がないかという程度でい
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いのですかね。これが問題だと思っているのですね。 

○吉田委員  そうですね。改修前の１万９千人を超える数値を示すにしても、もう少し

バックデータをしっかりと把握した上で、指定管理者に、改修前はこういった状況だった

からこの人数が達成できていた。今、達成できていないのは、こういったところだという、

説明ができるような準備はされたほうがいいのかなと思います。示すなら示すで、達成で

きない理由がちゃんと分析できるようにしていただきたいなと思います。 

○稲垣部会長  指定期間の途中で、突発的なことだったらそんなことはないのですが、

今回は、初めからコロナの影響が進んでいる状態で、しかも１０日、２０日ぐらいで終わ

るものではなく、どうしたって半年や１年はかかり、そんな急に従来に戻るわけがないか

ら、それがわかっているからかえって難しいですね。 

○吉田委員  コロナ前から達成できない数値を、コロナがあって達成するというのは非

常に難しいと思うのです。 

○稲垣部会長  表現の仕方も難しいですよね。 

○吉田委員  スポーツ施設と言われてしまうと、コミュニティセンター内のスポーツ施

設はこうしましょうという、千葉市のルールの中でこのように決められたのだろうなとい

うのは理解できるのですが、もう少し施設の特性というものが示されていかないと、本当

はいけないのでしょうね。 

○稲垣部会長  まとめ方が難しいですね。 

○吉田委員  多分、目標としては示さざるを得ないということだと思うのですが、この

１．５％の根拠は、足し算していったら、ちょうどいい数字になったというところですか。 

○筒井地域づくり支援室長  というよりは、最初に、改修前の元に戻すプラスアルファ

ぐらいの数字を設定して、割り返して出た数字が、たまたま１．５％ということなので、

最初から１．５％というわけではなかったのですけれども。 

○吉田委員  せめてこの１万９，４３６人よりは見合いの数字にしませんか。過去５年

間達成したことのない数字を、改修前に戻すよりも、改修前よりも増えているというのは、

少し違和感があります。 

○筒井地域づくり支援室長  体育館の利用で数字が多いのは、ほとんどが卓球の利用だ

そうなのですけれども。今、「この週の午前中はこの種目」とか、週でいろいろな種目を

割り当ててやってはいるのですけど、もう少し利用の実態などを把握して、効果的に考え

るとか、そういうものだけでも少しずつでも変わってくるのかなとも思いまして。いろい

ろ考えた結果ですけれども。 

○吉田委員  せめて１万９，４３６人ぐらいに。その程度だったら、改修前に戻したと

いう説明もあるのかなと思います。２００人増やすのは、本当にご苦労をされることかな

と思います。ずっと６０％台の評価が５年間ずっと続くのが、あまりよろしくないと思い

ますので。いかがですか。 

○稲垣部会長  過去の最高よりは、少しは増やしてほしいというのは、役所のお考えで

すよね。ただ今回、こういう特別な事情もあって、コロナももしかしたら２年続くかも知

れないし。 

○吉田委員  ５年平均にはしない理由は理解するものの、改修前の数値以上になってい

るので、改修前の水準に目線合わせをするような修正は、対応として可能でしょうか。 
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○筒井地域づくり支援室長  検討させていただきます。 

○吉田委員  多分２００人変わったところで、あまり大きくは変わらないのでしょうけ

れども、過去最高を超えているというのは、ご検討いただきたいと思います。 

○稲垣部会長  どうしても数字が必要なのですよね、結局ね。 

 ただ今、コロナの関係は、どっちかといったら遠隔で、なんとか人をなるべく集めない

で、大学でもイベントでも何でもやろうと、そういう時代に入っていますよね。大学でも、

キャンパスには集めずに、インターネットで。そういう時代で、現物というか、人間を集

めてやる、数で競うというのは、何となく合わなくなってきているのですね。でも、それ

しかないですよね、今のところ、役所としてはね。 

○吉田委員  コロナを加味しないにしても、改修前の１万９，４３６人を目安にしてい

ただければ。 

○稲垣部会長  最大限、今までの最高のところに設定すべきではないかというところで

すかね。 

○吉田委員  本来は、過去５年の平均を出すというのがルールですよね。 

○筒井地域づくり支援室長  はい、そうです。コミュニティセンターの場合は、最終年

度、５年後の目標値というところだけを示させていただいています。 

○稲垣部会長  そうすると、コロナのいろいろな状況を踏まえて、本当だったら上げた

いところを上げないで、過去の最高にしたのだから、今度はそのかわりコロナを言い訳に

しないでという意味が含まれますよね、今度はね。 

○吉田委員  結局、「コロナの影響で達成できませんでした」ということは出てくるの

ではないですか。 

○稲垣部会長委員  出てきますよね。でも、コロナは想定外ではないですよね。今、わ

かっていて受注するわけですよね。 

○吉田委員  でも、数値に織り込まないし、指定管理料収入においても織り込まないで

計算しているのですよね。 

○筒井地域づくり支援室長  そうですね。 

○秋元委員  今までは５年間の平均値でしたでしょうか。それとも最終年度でしょうか。 

○筒井地域づくり支援室長  最終年度です。ただ、ほかの施設では毎年の数字を示して

いる施設もあります。ただ、コミュニティセンターの目標値の示し方としては、市として、

最終年度のみを示して、それに向かってということで設定をするという統一をしています。 

○稲垣部会長  過去５年間というのは、ここを閉鎖していた期間もありますからね。や

っていなかった期間も入っているわけですよね。 

○吉田委員  見直しが可能であれば、見直しをお願いします。 

○稲垣部会長  ただ、この部会はこうだけれども、ほかのコミュニティセンターと調整

が必要なところがあるかも知れないですね。 

 この目標自体が、部会ごとの判断で独自に決めていいわけですよね。 

○筒井地域づくり支援室長  はい、そうです。目標値は、その施設の状況によって、稼

働率が高いところは少ししか上げられないですし、それはもう施設によってです。 

○稲垣部会長  それは構わないのですね。 

○筒井地域づくり支援室長  はい。 
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○吉田委員  私の個人的な感想としては、本当は、「１万８千人をしっかり達成してく

ださいね」という、達成できない目標よりは達成できる目標もあるのかなと。そこはそれ

ぞれ皆様のお考えもあると思うのですが。都賀コミュニティセンターに関しては、成果目

標は達成しなくてもいいものみたいな扱いになっているような数値がずっと並んできてい

ますので、しっかり達成できる、コロナの影響さえなければ達成できるというものが示せ

るといいのかなと。 

○稲垣部会長  ほかに何かありますか。この点について質問とか、配点の仕方とか。 

○関委員  資料３－５の４ページ、「３ 提案内容審査」のところで、審査項目と配点

が大枠にされていて、「５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること」、つま

り、価格に関するところが、合計３５点ということで、全体の２１％を占めているという

ことになっています。当社も自治体からお仕事をいただく際には、入札かプロポーザルか

参加して、お仕事をいただくわけですけれども、私の感覚だと、プロポーザルの場合は、

価格点は大体１割ぐらいが平均的で、それは適正に見積りをしているかというところを見

るというのが一般的です。 

 千葉市のこのほかのプロポーザルとか、ホームページで公表されているケースで見てみ

ると、大体０％から１５％ぐらいのレンジで大体設定されていて、それはプロポーザルに

よって違うのですけれども。ですから、今回、この基準で言えば、価格点が２割という、

相当高い水準になっていると言えます。 

 確かに、財政が厳しくなる中で、価格というのは非常に重要でありまして、特に自治体

でも町のレベルなんかですと、プロポーザルで３割としているところもあって。ただ、プ

ロポーザルに参加する立場からすると、３割が価格点となってしまうと、企画提案の中身

では挽回がなかなかしづらい。要は、お化けみたいな価格で提案されてしまうと、それだ

けで決まってしまうような場合もあります。 

 今回、２割と設定されているわけなのですけれども、５ページの「５（２）管理経費

（指定管理料）」のところで、問題意識としてはお持ちでいらっしゃるのかなと思います

けど、「過度なコスト削減による市民サービスの低下は防ぐべきである」とおっしゃって

はいるのですけれども、かなりここで加点されていらっしゃるので、恐らく、企画提案の

中身に自信のないプロポーザルに参加する事業者については、相当価格を下げてくる戦略

を取ると思うのです。 

 今回、中身を見ると、自主事業ですとか、情報発信の部分ですとか、専門性が問われる

事業内容になっているので、安かろう悪かろうという形に落ち着いてしまうと、いかがな

ものかと思います。この価格点に関しては、もう少し下げて、むしろ企画の中身を評価す

るような方向性の方が、私としてはいいのではないかなと思いましたので、ご検討をいた

だければと思います。 

○筒井地域づくり支援室長  関委員のおっしゃるとおり、千葉市は、いま財政状況が厳

しいというところが、まず一番にあります。それで指定管理者制度の導入に際しては、市

として価格点が全体的に高くなっている状況なのかなとは思っていますが。安かろう悪か

ろうというお話ですけれども、事業の提案や自主事業などをしていただいて、そこで事業

者にはインセンティブというかたちで経費を捉えていただくという形では考えていたとこ

ろですけれども、市として統一の考えになってしまっていますので、この部会だけ変える
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というのはできないのですけれども、全体の考え方としては、やはり千葉市の財政状況と

いうところで、この２５点になっているというのがお答えです。 

○吉田委員  今のお話と重なる部分があると思うのですが、資料３－１の１５ページ、

「９ 経理に関する事項」の（１）、「イ 指定管理料」で、年間指定管理料が、「適正

に算出された本施設の管理運営経費の合計金額」と書かれていますが、先ほど評価でも見

たとおり、利益還元はされていないものの、平成３０年度と令和元年度は、電気料金削減

で、指定管理者は３００万円の黒字収支となっております。６千万円程度の売上げで、こ

ういった施設型のもので３００万円の利益を計上できるというのは、なかなかおいしいビ

ジネスのように感じております。指定管理料が多いのではないかというご質問を行うと、

「利益還元のルールは持っていますので大丈夫です」と皆さんご回答されるのですが、利

益還元がなされるほどには、実際はならないのですね。 

 こちらの指定管理者についても、本社経費として元々１０％程度抜かれておりますので、

指定管理者の利益というものもしっかり確保はされているのかなと。当然、赤字でも指定

管理者は運営しろというものではないですが、所管による管理経費のチェックというもの

を、今回の選定にあたってもしっかり見ていただかないと、毎年５、６千万円程度の指定

管理料をお渡しして、３００万円手元に残しているという状況は、よくないのではないか

と思っております。 

○稲垣部会長  今のご説明で、関委員はよろしいですか。 

○関委員  市の統一の基準なので、なかなかここを変えるというのは難しいとは思うの

ですけれども。やはり価格を下げるということは、それだけサービスの質を下げなければ

価格は下がらないものなので。むしろ、予算をお取りになっていらっしゃるわけですから、

その予算を適正に消費、消化していただいて、最高のパフォーマンスを上げていただくと

いうような基準にしたほうがいいのかなと思いました。変えるのは難しいのだろうなと思

いますが、意見として申し上げた次第です。 

○吉田委員  ３００万円を残しているから指定管理料を下げろというお話ではなくて、

本当は、これはもっとほかの経費として使われて、サービスの利用向上につながったので

はないかという、そういう目線が必要ですよね。いつも「利益還元がありました、ありま

せんでした」というお話で終始してしまう点が気になっております。 

○稲垣部会長  よろしいですか。ほかに何かありますか。 

○吉田委員  こちらの選定に関わったことがないのですが、都賀コミュニティセンター

は、指定管理が始まって以来ずっと同じ指定管理者が運営していますが、応募の段階では

何者かいらっしゃっているのですか。それとも、現行の１事業者しか手を挙げられないの

で継続しているのか、その状況を確認させていただければと思います。 

○筒井地域づくり支援室長  前回は、２者の応募がありまして、競争をしています。 

○吉田委員  前回にしても、２者のうち、ご提案内容と、継続性というところもあった

かもしれませんが、そういった点からは、しっかり評価した上で選んでいるということは、

間違いないということですね。 

○筒井地域づくり支援室長  はい。 

○関委員  変えるのはなかなか難しいというのは重々理解しているのですが、意見とし

て申し上げておきたいなと思います。この成果指標そのものが、諸室は施設稼働率、スポ
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ーツ施設は利用者数で評価するとなっているのですけれども、他市、ほかの自治体でどう

なっているのかと思ってインターネットで調べてみたら、やはり利用者数をベースに置い

ている自治体が圧倒的に多くて、稼働率については、補助的に利用者数プラス稼働率とい

う評価をしているところは結構多かったです。利用者数プラス利用件数としているところ

もあって、これはサークル活動がどれほど多く開催されたかということで、件数を基準に

使っていらっしゃると思うのですね。 

 それから、私は前回、利用者数をいかに増やすかということと、満足度をいかに高める

かということを申し上げましたが、利用者数プラス満足度、アンケートで満足度を取って、

そういうものを指標としている自治体もありました。 

 翻って千葉市の基準ですけれども、諸室は稼働率だけで見ているということなので、何

か片手落ちのような気がどうしてもしてしまって。むしろスポーツ施設と諸室を合わせた

利用者数プラス諸室の稼働率で評価するというほうが、なんとなくカバー感というか、成

果指標の本来の役割からいうといいのではないかなと思います。議事録にも残るので、申

し上げておきたいなというところと。 

それから、最終的に、指定最終年度を評価するということになるのですけれども、で

は、そこまでのプロセスはいいのかという話にもなってしまうので。例えば１．５％ずつ

上乗せしていくという明確な基準があるのであれば、毎年度毎年度目標があって、それが

達成できなかった場合には、何かペナルティではないですけれども。現状、完全な努力目

標になっているような気がして、いってもいかなくてもいいみたいなものになってしまっ

ていたら、事業者のほうも、そのような対応をしがちだと思うので。やはり目標を達成し

なかった場合には、利益の還元率を上げるとか、その次の５年間で手を挙げた際には、 

１０％点数を引きますよとか、なにか努力目標だけではなくて、そういったものも考えて

いかないと、なかなか実効性が上がらないのではないかなと思います。 

これも意見として、ご参考にしていただけたらと思います。 

○吉田委員  成果指標の見直しについては、先日、市民・文化部会がありまして、所管

課からもご説明をいただきました。 

成果指標がこれでいいかどうかは、市としても検討はしていただいたということです

よね。その上で、従前どおりを選ばれたと伺ってはおります。 

○筒井地域づくり支援室長  いかに利用していただくかというところで、ご意見をいた

だいたので、市として検討はさせていただいたのですけれども、諸室の稼働イコール利用

の促進と捉えて諸室の稼働率を使っていこうということで、改めて設定されたというとこ

ろでございます。 

○吉田委員  資料３－１の４ページの「４ 管理対象施設の概要」、「（１）設置目的

等」の設置目的やビジョンに書かれていることと照らすと、千葉市としては、こちらの成

果指標が今のところベターではないかというご判断がある、「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」という

ところと合わせているということですよね。 

○筒井地域づくり支援室長  はい、そうです。 

○吉田委員  なかなか成果指標の見直しというのは、急には進まないと思います。おそ

らく、委員会で言い続けて、また次の５年、次の５年のときに、見直しになったらなるの
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かなという感覚ではいます。議事録にしっかり残していただいて、委員の発言を大事にし

ていただくしかないのかなと思っています。 

○稲垣部会長  審査基準は、人によって、いろいろな考え方があります。たとえば委員

それぞれが審査基準を考えて、みんなで出し合うというようなこともできればね。 

○吉田委員  千葉市で指定管理制度が始まった当初は、稲垣部会長は、親会で検討され

てきたのかと思いますが、一度フォーマットやひな形が出来上がってしまうと、改正を加

えることは、なかなか難しくなりますね。前例踏襲のような感じではあります。 

○稲垣部会長  この審査項目自体が、共通なんですか。 

○筒井地域づくり支援室長  はい、そうです。審査項目は、すべての施設で共通です。 

○吉田委員  それは市民局だけではなく、ほかの部局の指定管理も同様に行われている

ということですか。 

○筒井地域づくり支援室長  はい、そうです。基本は、全部統一になっています。ただ、

加点する場所の考え方は、その施設によって変わってきます。 

 資料３－５の５ページ、「５（２）管理経費（指定管理料）」は、２５点の配点になっ

ていますが、実際の審査の仕方としては、まず、指定管理料の基準額を超えているか、超

えていないかだけで判断し、超えていなければ１２点がつくという配点になっています。 

 それから、減額した分はプラスアルファということで、加点というかたちになりますの

で、基準額を超えていなければ、２５点のうち１２点は、すべての業者につくというかた

ちになっておりまして。現実的には２５点の配点ですけれども、実際には１３点というよ

うな考え方になるのかなと思います。 

○稲垣部会長  ほかにご質問やご意見はありますか。ここで決められないことでも、一

応こういう意見が出たよというものがあった方が、将来のためにはいいものですから。 

○委員  所管課へのお願いになるのですが、成果指標や指定管理料のところ、金額に関

わるものというのは、丸い数字でぼんと来るものでは決してなく、積み上げていった数字

の集積になっていますので、達成した、達成しなかったによって、しっかり分析ができる

ような目線で示していただく。ここに現れている数字を変えていただきたいというよりは、

今後の指定管理が始まったタイミングで、何でその数字が達成できたのか、できなかった

のかというのを、指定管理者と共有して議論できるようなことはしていっていただきたい

なとお願いしておきます。 

○筒井地域づくり支援室長  はい。 

○稲垣部会長  今、細かいところで気がついたのですが、常識で言ったら継続業者が有

利ですよね、何となく。やり方もわかっているし。 

 そうすると、審議される側は、できなくなってくるというか、しにくい。何か審議され

るのに合わせて、下駄をはかせてみたいなことがあるのかないのかとか。実績だけでいっ

てしまうと、継続している人ばかりになってしまう。どうしても有利ですもんね、いろい

ろと。そうなのですけど、そういう部分への傾き方、そういうものはどうなのかなと思っ

てはいるのですね。そんな基準は決めようがないでしょうけど。 

 継続している人と総合点がもし同じだったら、新規の人がいいのか悪いのかとか、そう

いうところですね。 

○吉田委員  こういった成果指標の達成ができていない継続業者というのは、こちらと
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してもプラスに評価をしてはいけない目線を、選定の審査するときに持ち合わせることで

しかないかなと思います。継続が必ずしも悪いわけではなく、継続的に良い管理を行って

いただいている業者は信頼してお任せすべきだと思います。継続だからと、今までどおり

やっていればいいやと来られてしまうと、そこは厳しい目線で審査させていただくという

形になるのではないでしょうか。 

○稲垣部会長  そのとき、総合判断でやるしかないですよね。ただ、何となくそうやっ

ていると、いつもどうしても継続でやるかたちになって、外部から見ると同じところばっ

かりやっているのではないかと。知らない人から見ると、そういう感じもありますよね。 

○吉田委員  特に都賀コミュニティセンターは、ずっと同じ指定管理者ですので、まず、

２者以上出てきていただくことが前提にはなってしまいますが、しっかりとそこは評価し

ていきたいなと思います。 

○稲垣部会長  そうですね。そこは総合判断ですね。 

○稲垣部会長  質問や意見など、ほかにありませんか。 

○吉田委員  稲垣部会長のおっしゃるとおり、もう人が集まること自体ができない、コ

ミュニティまつりも実施できない、そういう状況下にあっても、コミュニティセンターの

役割というものがなくなるわけでもない。新しいコミュニティセンターの役割というもの

が、それこそ提案で示していただくと、成果指標は達成できなくても、こんなことができ

るのだというのも、いいのかなと思います。 

○稲垣部会長  そうですね。今までは、何でも集まってやる、大学でもどこでも集まっ

てやることが基本だったものが、今度もしかしたら変わってくるわけですよね。今、大学

などは、オンラインでやるとか、随分、模索していますよね。そういう中で、コミュニテ

ィセンターだけ人を集めることが、目標として成り立つのかどうかという気がしますけど。 

○筒井地域づくり支援室長  今回、コロナの関係は本当に難しく、いろいろなことを考

えはしたのですけど、最終的には加味しないというかたちにはなりました。コミュニティ

まつりは、毎年秋にやっていて、今回それもできないということになってしまったのです

けれども、こちらの指定管理者は、作品の展示とかそういうことはできるし、あとは、各

団体の発表はウェブ開催のような方法を取ってやりたいということで、今、企画をしてい

るようです。そういった、できることだけでもということで、サークルは個々には活動を

始めましたので、発表の場はやはり必要だということで。 

○吉田委員  それをコミュニティセンター側が主導で行われた場合、例えば視聴者数と

か、そういったものも報告書に上げていただいて、我々が評価するときに見られるように

していただくといいのかなと思います。 

○稲垣部会長  学校でも何でもいろいろやっているけど、要するに、何人集まったか、

何人がアクセスしたかということですよね。だから、新聞とか何かでは、これで成功です

というような。一番に集まった、アクセスしたのが何人ということですよね。コミュニテ

ィセンターは、来た人間を相手にということだから、こういう基準ってこれからどうなの

だろうなという、この辺に矛盾があるということになってしまうのかなという感じがしま

すよね。 

○関委員  １点質問です。今回プロポーザルというのは、予算が示されるわけですよね。 

○筒井地域づくり支援室長  はい、そうです。 
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○関委員  そうすると、先ほどの説明で価格の評定のところで、半分が予算を下回って

いれば１２点あげますよということなのですけれども、プロポーザルに参加する立場から

すると、予算を上回って提出する事業者はいないと思うのですよ。そうすると、その１２

点は死んでしまっているというか、全く意味がないので。それだったら新規参入したくて

魅力的な提案をしてくれる事業者にその１２点を振り分けるような、むしろやはり内容の

ところで見るべきだなと強く思いましたので。簡単には変えられないのかもしませんが、

やる気のある事業者に門戸を開くという意味では、あまり意味のない点数はやめた方がい

いのではないかと思います。 

○吉田委員  １２点を加点できる余地があるのに、確かに死んでいますよね。 

○稲垣部会長  それでは、まとめたものを読み上げます。 

 １点目、数値目標の設定に当たっては、過去の実績や利用状況を分析し、施設の特性に

合った目標を示されたい。 

 ２点目、提案内容の審査に当たっては、経費縮減の数値のみならず、企画提案内容に重

点を置いた審査となるよう検討されたい。 

 よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは、千葉市若葉区都賀コミュニティセンターの募集条件、審査基

準等に関して委員の皆様からご意見をいただきました。 

 修正した内容について、私と事務局が調整するということでご承認いただきたいと思い

ます。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 以上で、議題１の「指定管理者選定に係る募集条件、審査基準等に関する事項について」

の審議は終了します。 

 次に、議題２の「今後の予定について」、事務局より説明をお願いします。 

○筒井地域づくり支援室長  「今後の予定について」、ご説明いたします。資料４をご

覧ください。 

 本日、ご審議いただきました募集条件、審査基準等につきましては、委員の皆様からい

ただいた意見を反映させまして、修正させていただきます。その修正後の募集要項等を７

月２７日（月）より、ホームページで公表し、指定管理予定候補者の募集を開始するとい

うことになります。 

 その応募者について、１０月２２日（木）に予定しております、第３回若葉区役所部会

において、皆様に審査、選定していただきます。 

 選定していただいた結果については、稲垣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していただくと

いう流れになります。 

 その答申を基に指定管理予定候補者を決定しまして、仮協定を締結した後、１１月に開

催予定の令和２年第４回千葉市議会定例会に指定管理者の指定に係る議案を提出いたしま

す。 

議決をいただきましたら、基本協定を締結しまして、来年度、令和３年４月から管理
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を開始するという流れになります。 

○稲垣部会長  よろしいですね。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは、議題３の「その他」について、事務局から説明をお願いしま

す。 

○筒井地域づくり支援室長  続きまして、会議録の公開について、ご説明させていただ

きます。本日の部会の会議録につきましては、後日、委員の皆様にご確認をお願いしたい

と考えております。 

なお、本日の会議録につきましては、事業者選定の後に公開をする予定でおりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○稲垣部会長  何かありますか。 

（なし） 

○稲垣部会長  最後に、全体を通して、委員の皆様からほかに質問、ご意見等がござい

ましたら、この機会にということがあれば、今日の部会を通して何でもご意見があったら、

おっしゃってください。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○稲垣部会長  それでは、皆様方のご協力によりまして、本日の議事はすべて終了しま

した。ありがとうございました。 

○地域づくり支援室職員  皆様、慎重なご審議をありがとうございました。 

 以上をもちまして、令和２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 第２回若葉区

役所部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日は、お忙しい中ありがとうございました。 


