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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回スポーツ部会議事録 

 

１ 日時：令和２年１０月１３日（火） ９：１０～１５：０５   

 

２ 場所：千葉市議会棟 ３階 第２委員会室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

横山 清亮委員（部会長）、小野寺 浩一委員（副部会長）、内山 英昭委員、 

谷藤 千香委員 

（２）事務局 

那須生活文化スポーツ部長 

小名木文化振興課長、吉野課長補佐、榎本主査、瀬戸山主任主事 

山﨑スポーツ振興課長、笠井課長補佐、堀主査、青野主任主事 

植木公園管理課長、大貫主任主事 

大八木花見川区地域振興課地域づくり支援室長、太和田主査、荒木主任主事、 

富永主事 

 

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）指定管理予定候補者の選定について  

ア 千葉市スポーツ施設等  

イ 千葉市こてはし温水プール  

（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）指定管理予定候補者の選定について  

ア 千葉市スポーツ施設等  

まず、応募があった団体について、事務局において第１次審査における審査項目

を審査した結果、応募資格の各要件を満たしていること、また、失格事由に該当し

ていないことを報告した。  

次に、各応募者へのヒアリングを実施し、採点、意見交換を経て、指定管理予定

候補者とすべき者を「スポーツクラブＮＡＳ（株）」、第２順位を「千葉市スポーツ・

コミュニティパートナーズ」として選定することを決定した。  

イ 千葉市こてはし温水プール  
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まず、応募があった団体について、事務局において第１次審査における審査項目

を審査した結果、応募資格の各要件を満たしていること、また、失格事由に該当し

ていないことを報告した。  

次に、各応募者へのヒアリングを実施し、採点、意見交換を経て、指定管理予定

候補者とすべき者を「コナミスポーツ・イオンディライトグループ」、第２順位を「ス

ポーツクラブＮＡＳ（株）」として選定することを決定した。  

（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： 

○吉野文化振興課長補佐  それでは、少し定刻を過ぎましたけれども、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回スポーツ部会を開会いたします。 

 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どうもありがとう

ございます。 

私は、本日の司会を務めさせていただきます、文化振興課の吉野と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

本日の会議でございますが、お手元のファイルの参考資料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）」に定める非公開事項に該当することから、す

べて非公開となります。 

また、本日でございますが、新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、定期的に

窓を開放し、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、手指消毒にご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

また、職員のマスクの着用のほか、地球温暖化防止の一環として、軽装とさせていただ

いておりますので、ご承知おきのほどをよろしくお願いいたします。 

 それでは、委員の皆様のご紹介です。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「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会スポーツ部会委員名簿」をも

ちまして、ご紹介に代えさせていただきたいと存じます。 

 続きまして、職員の紹介でございます。 

まず、生活文化スポーツ部長の那須でございます。  

次に、文化振興課長の小名木でございます。 

続きまして、千葉市スポーツ施設、千葉市こてはし温水プールを所管します、スポーツ

振興課長の山﨑でございます。 

 続きまして、千葉市都市公園施設を所管します、公園管理課長の植木でございます。 

 続きまして、千葉市花見川区花島コミュニティセンターを所管します、花見川区地域振

興課地域づくり支援室長の大八木でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

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

○那須生活文化スポーツ部長  皆様、おはようございます。 

 改めまして、生活文化スポーツ部長の那須でございます。本日は、大変お忙しい中、ま

た、朝の早い時間から第３回スポーツ部会にお集まりいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 

 日頃から、市政各般にわたりまして委員各位には大変ご尽力いただいておりますこと、

この場をお借りいたしまして御礼申し上げる次第でございます。 

 本日でございますけれども、本部会の審議対象施設のうち、公募をいたしました、千葉

市スポーツ施設等及び千葉市こてはし温水プールの指定管理予定候補者の選定となります。 

 ７月２２日に開催いたしました第２回スポーツ部会の後、９月７日から９月１１日まで

の期間において募集を行いましたところ、それぞれ２団体からご応募がございました。 

 これに伴いまして、応募者から提出されました指定管理者指定申請書関係を審査し、現

在、形式的要件審査となります第１次審査を終えたところでございます。 

 本日は最終選定となります第２次審査等を行っていただくこととなります。 

 長時間にわたるご審議となり、ご負担をおかけいたしますけれども、施設の管理運営を

より適正に行うため、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いただき

ますよう、お願いを申し上げます。 

 本日は、どうぞお願いいたします。 

○吉野文化振興課長補佐  続きまして、議事に入ります前に、資料の確認をさせていた

だきたいと存じます。 

 まず、お手元の灰色のドッチファイルをお開きいただきまして、その中で順番に申し上

げますと、まず、「次第」、それから「席次表」、「会議資料一覧」という形になってござい

ます。また、別冊といたしまして、各申請者からの「指定申請書類」及び「提案書」をそ

れぞれフラットファイルに綴ってご用意させていただいております。 

 会議時間の短縮のため、各会議資料の確認は省略させていただきたいと存じます。 

「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、お知らせください。 

よろしいでしょうか。 

それでは続きまして、会議の成立について、ご報告させていただきます。 

本日、全委員５名のうち４名にご出席いただいておりまして、過半数以上のご出席がご

ざいますので、「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。 

 これからの議事につきましては、進行を横山部会長にお願いしたいと存じます。 

 よろしくお願いいたします。 

○横山部会長  では、「次第」に従いまして、議事を進行してまいります。 

 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」に入らせていただきます。 

まず、事務局より形式的要件審査の概要、提案内容審査の審議方法及び具体的な審議の

流れについて、ご説明をお願いします。 
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○小名木文化振興課長  文化振興課長、小名木でございます。よろしくお願いいたしま

す。座って、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させていただきま

す。 

 形式的要件審査につきましては、「選定要項」に定めております応募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

た書類により審査するものでございます。 

資料３－２「形式的要件審査（第１次審査）結果一覧」をご覧願います。 

千葉市スポーツ施設等の応募資格の各要件及び失格事由でございますが、まず、応募資

格としましては、「ア 法人その他の団体であること。」からコまでの、１０項目が応募資

格要件となります。 

次に、失格事由として、表に記載のアからカまでの６項目が失格事由となります。 

 これらの応募資格及び失格事由について審査しました結果を、表の右側に記載しており

まして、応募資格を満たしていれば「○」、そもそも該当とならない項目は「－(バー)」で

記載してございます。また、失格事由につきましては、該当がなければ「○」の記載をし

ております。 

審査結果につきましては、後ほど施設所管課からご説明させていただきたいと存じます

が、この形式的要件審査（第１次審査）を通過した者のみが、次にご説明させていただき

ます提案内容審査（第２次審査）へ進むことができることとなっております。 

 続きまして、提案内容審査（第２次審査）の審議方法及び具体的な審議の流れについて、

ご説明させていただきます。 

 まず、審議方法でございますが、申請者から提出されました「提案書」の記述内容につ

きまして、委員の皆様には、「選定基準」に示す「採点基準」、こちらは、資料３－３の７

ページの（２）でございますが、こちらに従って各審査項目を評価及び採点していただき

ます。 

そして、全委員の審査項目ごとに算出した得点の平均点の総合計をもちまして、各申請

者の得点とし、申請者の順位を決定してまいります。 

 次に、審議の流れについてでございますが、資料１の「第３回スポーツ部会進行表」を

ご覧願います。 

「進行表」の「（２）千葉市スポーツ施設等指定管理予定候補者の選定について」の下、

「提案内容審査（第２次審査）について」の中に、「①一部審査項目の採点結果について報

告」とございますが、まず、施設所管課より、公募から形式的要件審査（第１次審査）ま

での経過及び応募状況と、形式的要件審査（第１次審査）の結果につきましてご報告させ

ていただきます。 

続きまして、各申請者ごとにヒアリングを行っていただきますが、ヒアリングの前に、

お手元の資料３－４「採点表」のうち、事務局であらかじめ採点させていただきました項

目についてご報告させていただきます。 

その次に、「団体の経営及び財務状況」につきまして、公認会計士である小野寺委員よ

り計算書類等に基づき、ご説明をお願いいたしたいと存じます。 

財務状況等をご説明いただいた後、申請者は入室し、申請者へのヒアリングを行ってい
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ただきます。 

ヒアリングの場では、最初に、申請者より、出席者の紹介を含め、提出した「提案書」

について、１０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、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分が経過しましたら、申請者には退室をしていただきます。申請者間の公平性

の観点から、ヒアリング時間は１者につき３０分を超えないことといたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

申請者の退室後、約５分程度でございますが、お時間を取らせていただきますので、委

員の皆様には、採点をしていただきたいと存じます。 

その後、次の申請者に入室していただき、ヒアリングと採点を行い、すべての申請者の

ヒアリングが終了いたしましたら、１５分程度お時間を取らせていただきますので、すべ

ての申請者の採点を再度ご確認いただきまして、資料３－４「採点表」を確定させていた

だきたいと存じます。記入が終わりましたら、一度事務局にて「採点表」を回収させてい

ただき、集計した後、「集計表」をお配りし、結果を発表させていただきます。この集計結

果をもちまして、本部会としまして、申請者の順位を決定させていただき、選定理由など

について意見交換を行い、本部会としての意見をまとめていただきたいと存じます。 

なお、採点の結果で、総得点の差が満点の１％以内であるとき、又は、同点であるとき

は、合議により順位を決定していただきます。 

また、採点の結果で、過半数の委員が「Ｄ」の評価をした項目がある場合、又は一人以

上の委員が「Ｅ」の評価をした項目がある場合には、その申請者を失格とするかどうかに

ついても協議していただくこととなります。 

すべての審査が終了しましたら、「採点表」及び「集計表」につきましては回収させて

いただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

第１次審査及び第２次審査の概要につきましては、以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○横山部会長  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きまして、何かご質問はございますでしょうか。 

 谷藤委員。 

○谷藤委員  今日いただいた、この大きい２枚、ここに何も書いていないのと、ここに

２回目と書いてあるのと、これの使い方についてお願いします。 

○横山部会長  ２回目で、予備という理解でよろしいでしょうか。 

○文化振興課職員  はい。そうです。 

○横山部会長  分かりました。 

 ２点、確認的な質問でございますが、ヒアリングに関して、事前にベルが鳴るなど、そ

うしたやり方をするのでしょうか。１０分前に鳴らすとか。 

○文化振興課職員  １０分になりましたら、私のほうから、１０分経過しましたとお声

掛けする予定です。 

○横山部会長  終わった時点だけですか。事前に何か鳴らすとか、予告とかできないで

すか。 

○文化振興課職員  承知しました。１分前のところでお声掛けします。 
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○横山部会長  それでよろしくお願いします。 

 あとは、採点の仕方なのですけれども、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｅ」と、あと点数を

書く欄があろうかと思いますが、委員のほうで点数まで書くということで統一したほうが

いいのでしょうか。 

○文化振興課職員  そうしていただけますと助かります。 

○横山部会長  各委員が「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」に丸をつけるだけではなくて、１０、８、

６とかそういう点数をつけるところまでやりましょう。 

 ほかに質問はございますでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  次に、議題２「千葉市スポーツ施設等指定管理予定候補者の選定につい

て」に移ります。 

 施設所管課よりご説明をお願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  スポーツ振興課長、山﨑でございます。よろしくお願いいた

します。 

 恐れ入ります。座ってご説明させていただきます。 

 まず、公募開始から第１次審査までの経過及び応募状況についてご説明させていただき

ます。 

 最初に、前回の部会後から本日までの公募等の経過についてご説明いたします。 

参考資料６「募集要項」の３ページをお願いいたします。「３ 公募の概要」、「（４）選

定の手順」の表をご覧ください。 

 まず、１の「募集要項等の公表・配布」でございますが、８月６日、市のホームページ

に「募集要項」等を掲載して募集を開始いたしました。 

 ２の「募集要項等に関する説明会」でございますが、８月１１日に、中央コミュニティ

センターの会議室において開催しました。 

３の「現地見学会」を８月１７日から２１日の期間に実施いたしました。 

４の「募集要項等に関する質問の受付」についてでございますが、８月１７日から２１

日まで受け付け、５の「募集要項等に関する質問の回答」につきましては８月２８日に市

ホームページに掲載いたしました。 

 ６の「指定申請書の提出期間」である９月７日から９月１１日の間に、「指定申請書」等

を受け付け、２団体から応募がございました。 

 その後、事務局で「資格要件」及び「失格事由」等の審査を行い、７の「形式的要件審

査の結果通知」を９月１７日に行ってございます。 

 次に、今回応募のあった２団体についてご説明いたします。 

 資料３－１「応募者一覧」をお願いいたします。 

 最初に、「スポーツクラブＮＡＳ株式会社」でございます。 

 次に、「千葉市スポーツ・コミュニティパートナーズ」でございます。こちらは「ＪＲ東

日本スポーツ株式会社」、「株式会社千葉マリンスタジアム」、「有限会社ノバック」、「クラ

ブサクセスジャパン株式会社」、「日本メックス株式会社」の５社で構成される共同事業体

でございます。 

以上の２団体からの応募がございました。 
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 続きまして、事務局で行いました「資格要件」及び「失格事由」等の第１次審査であり

ます、形式的要件審査についてご報告させていただきます。 

資料３－２「形式的要件審査」をお願いいたします。 

事務局において審査した結果、すべての応募者について応募資格の各要件を満たしてお

り、かつ「コ 暴力団密接関係者でないこと」以外について、失格事由に該当しないこと

を確認いたしました。 

なお、「コ 暴力団密接関係者でないこと」につきましては、現在警察に照会中であり

まして、協定締結までの期間に該当となった場合は、指定管理者の指定を行いません。 

 公募開始から第１次審査までの経過については以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○横山部会長  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。 

（なし） 

○横山部会長  それでは、審査に入りたいと思います。 

まず、申請者、スポーツクラブＮＡＳ株式会社について審査いたします。 

事務局であらかじめ採点した一部審査項目について、ご説明をお願いいたします。 

○山﨑スポーツ振興課長  「スポーツクラブＮＡＳ株式会社」の採点結果についてご報

告させていただきます。 

資料３－４「採点表」をお願いいたします。 

 「採点表」、大項目「２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること」の「（１）同種

の施設の管理実績」でございますが、５点と採点してございます。「同種・同規模の複合施

設の管理実績」があることを「提案書」で確認してございます。 

次に、大項目「５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること」、「（２）管理

経費（指定管理料）」でございますが、２０点と採点してございます。基準額に対する削減

率から加算点を８点とし、基礎点の１２点と合計し算出してございます。 

次に、大項目「６ その他市長が定める基準」、「（１）市内産業の振興」でございます

が、２点と採点してございます。準市内業者であることを申請書類で確認してございます。 

次に、「（３）市内雇用への配慮」でございますが、５点と採点してございます。施設従

事者の市内在住率が２４０名中２１１名でその割合は８７．９％であることを「提案書」

で確認してございます。 

次に、「（４）障害者雇用の確保」でございますが、３点と採点してございます。法定雇

用率を達成しており、新規雇用の予定があることを「提案書」で確認してございます。 

「スポーツクラブＮＡＳ株式会社」の提案内容審査（第２次審査）の一部審査項目の採

点結果についての報告は以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何かご質問はございますでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  では、スポーツクラブＮＡＳ株式会社のヒアリングを行いたいと思いま

すが、その前に「採点表」の２の「（２）団体の経営及び財務状況」について、公認会計士
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でいらっしゃる小野寺委員より、計算書類等を基にご説明いただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○小野寺委員  先ほど配付していただいた資料は８枚あるのですけれども、まず、８枚

ありますか。 

 順番が不同になっています。８枚あれば、午後の分も入っておりますので、まずは、そ

の中のスポーツクラブＮＡＳをご覧ください。 

（※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（法人情報）が含まれているため、表示していません。） 

○横山部会長  それでは、これからスポーツクラブＮＡＳ株式会社のヒアリングを行い

ます。 

 スポーツクラブＮＡＳ株式会社さんをこちらへご案内してください。 

〔スポーツクラブＮＡＳ株式会社 入室〕 

○横山部会長  どうぞおかけください。 

 それでは、これからヒアリングを行います。よろしくお願いします。 

 １０分間で、本日の出席者の紹介と提案内容を、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。それでは、ご説明よろしくお願いします。 

 １分前にお知らせすることと、着座のままで結構です。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  それでは、着席したまま、失礼いたします。 

 スポーツクラブＮＡＳ株式会社でございます。 

 本日は、ヒアリングの機会を得ましたこと、ありがとうございます。 

 まず、出席者の紹介です。 

 今、千葉支店のほうも現在管理をしておりますが、統括責任者であります越川でござい

ます。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  越川です。よろしくお願いします。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  それから、副統括の鹿子島でございます。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（鹿子島）  鹿子島でございます。よろしくお願いし

ます。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  館長をしております清水です。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（清水）  清水です。よろしくお願いします。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  私のほうは、ＮＡＳ本社、施設の安全、運

営管理、それから指定管理の統括をしております赤星と申します。 

 よろしくお願いいたします。 

 冒頭、少し、私のほうからお話をさせていただきたいと存じます。 

 私ども、スポーツクラブＮＡＳは、この５年間、千葉市指定管理に実際、携わらせてい

ただいております。市民の皆さんのため、市の様々な部署のため、誠心誠意、業務を推進

してまいりました。 

 また、次の機会を得られればと思い、公募にも参加しておりますが、今回の提案では、

これまでの実績、経験などを踏まえまして、それらを更に進化させるような内容を提案さ

せていただいております。 
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 ただ、提案の中身については、絵空事的な、非常に抽象的で夢を描いたような内容のも

のではございません。非常に現実に即した形、これまでに実際、携わってきた経験則の中

から、少しでも市民の皆さんのため、市のためにプラスになる要素を更に進化した形で提

案させていただいております。 

 ですから、指定管理料におきましても、ご提示の金額がございましたけれども、現実の

形に即した形の数字を計上させていただいております。現在、起きているコロナの対策に

しても、まだまだこれからどのようになるか分からない部分も多々あります。たくさんの

リスクを抱えております。そのようなことも踏まえまして、非常に現実的な数字をご提示

させていただいております。 

これから、この市の施設は、ウィズコロナ、アフターコロナと申しますか、そのような

中で、更に様々な部分がデジタル化されたり、リモート化されている中で、ますます、ス

ポーツ施設、健康増進施設として、あるいは、コミュニティの文化施設として、その役割

は重要なものになっていくと思います。その辺りを提案の中にも様々な形で盛り込んでい

っておりますので、その辺りのところをよく読み込んでいただきまして、ご理解いただけ

ればというふうに思います。さらに、地域の健康増進、皆さんの心の糧になるような施設

の運営管理を進化した形で進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

それから、今、コロナ禍の中、我々、スポーツクラブ業界は非常に厳しい経営状況が続

いております。いろいろな社会的な報道にもあるかと思います。そのような中、私どもは

いろいろな形を創意工夫いたしまして、また、大和ハウスグループとして、総力を挙げて、

この健康産業の灯を消してはならないということで、盤石の経営体制で、経営基盤で、経

営をしております。 

これからもそれは続きますので、何が起きても、どのようなことが起きるか分かりませ

んけれども、少々のことでは経営基盤として緩むということは、まず、ございませんので、

その辺りのところは、ぜひご理解いただきたい、強調したいところではございます。 

そのような中で、幾つか提案を入れておりますので、とにかく現実に即して、本当に市

民のためになる運営管理の体制、その内容、それを進めていきたいというのがこの提案の

大きなところです。安全・安心、衛生、環境をキーワードにしながら、それらを運営管理

のポリシーとして提案させていただいております。ぜひご理解いただければと思います。 

提案の内容でポイントとなるところを、越川のほうから幾つかご提案、ご説明いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  今、赤星統括のほうからありましたように、

今回で３回目のチャレンジとなります。よろしくお願いいたします。 

 ３度目ですから、あっという間に１０年が過ぎて、１期目は共同事業体という形でやら

せていただいて、２期目は弊社単独でやらせていただいて、正直、不安もたくさんあった

のですが、実際にこの５年間、まだ少し残っておりますが、やらせていただいて、やはり、

単独でやるとてもよい利点というか、やり遂げたというか、まだまだこれからなのですが、

そこの部分が、単独ですることによって業務も改善できましたし、スピード感も持ってで

きましたし、統一の考え方ですべての施設がお客様に対応できたと、それは自負しており

ます。 
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 やはり、共同事業体であると、実際にやった我々としては、どうしても、同じ目標にと

いう部分もあるのですが、どうしても、会社の考え方とか、それによって、お客様を待た

せてしまうとか、すぐに決まらないということがあったのですが、この５年間は、私たち

なりにお客様の目線で、いろいろなことに対応できたと思います。 

この週末、事なきを得ましたけれども、特に去年の台風豪雨のとき、そして、今年の３

月からずっと発生しておりますコロナの関係で、この５年間の中で得たものとしては、そ

れぞれ、スポーツ施設、公園施設、コミュニティ施設、それぞれの施設の設置目標、施設

の設置目的というのがあるのですが、それにプラスして、公の施設を管理する中で、やは

り避難所の経営とか、コロナによる休館は明けて、お客様がどれだけ施設の開放を待ち望

んでいたか、その辺りは身にしみて、公の施設を管理、偉そうな言い方なのですが、公の

施設を管理する我々の責任というか、その辺りを確信いたしました。 

スポーツの繁栄、もちろん設置の目的というのはあるのですが、それ以外に、市民の方

たち、地域の方たちにとっては、なくてはならない施設、最初のよりどころとなる施設で

ある、そういう気持ちをもって、我々も今後、次の５年間、ここで勉強したことをもって

取り組んでいきたいと思います。 

今回の「提案書」で大きく前回と異なるところに関しては、今、赤星も言われたとおり、

今回のコロナ、前回の避難所等で、前回までは安全・安心ということをキーワードにやら

せていただいたのですが、今回はそれに衛生という形でそれを加えさせていただきました。

安全・安心、衛生、快適な施設、こちらを目的に、すべての施設の目標として、提案なり、

施設管理に取り組んでいきたいと思います。 

あと、それ以外においては、一括で管理する中で、前回まではスポーツ施設、公園施設、

コミュニティ施設という三つの割りにしていたのでございますが、今回からは地域で割っ

てなるべく似たような取組みをしていきたいと思います。 

あとは、大きな提案の内容としては、変わってきたものは、１００万円以上の修繕費に

関して、こちらのほうを今回、提案の修繕という形で載せさせていただいております。こ

れはやはり、お客様とか利用者様から出てきたものの部分で、どうしてもやはり高額な工

事になってしまいますので、千葉市さんのほうの計画で、やはりどうしても今までやらせ

ていただいた中で、不調になったり、計画が取れないという部分があって、この５年間の

中で、そういう１００万円以上の工事に関しても、協議の上で、我々のほうでやらせてい

ただくということは可能だということが分かりましたので、今回に関しましては、それを

何点か載せさせていただいております。 

○文化振興課職員  １０分経過しました。説明を終了してください。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  途中で申し訳ないです。 

○横山部会長  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、お願いいたします。 

 谷藤委員から。 

○谷藤委員  今、どちらを聞こうか迷っているところなのですけれども、開館時間に関

して、公共施設で平日２３時というのは大胆な感じがして、その辺りの考え方などをお伺

いできればと思います。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  前回は、逆に早朝のことでご質問があった
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のですが、早朝営業に関しては、それなりの成果がやはり得られてきています。 

やはり働いておられる方がどうしても帰りに、終わった後に利用したいという声が出て

きておりますので、特にトレーニング室や体育館といった屋内の施設に関しては、できれ

ば２３時。ただ、やはり、あまり離れたところで、このような奥地で２３時ということも

ありますので、それは施設の利用状況を見ながら検討していきたいと思います。 

○谷藤委員  今回のコロナの関係もあり、働き方も随分変わっていくと思うのですけれ

ども、今のところの利用者の声を踏まえて、そういう検討をしているということでしょう

か。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  そうです。 

○谷藤委員  今後、状況を見て、変わるかもしれないということでしょうか。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  そうです。やはり、その辺りは状況を見な

がら。お客様のほうも、コロナの関係で人数の制限などをされて。今、トレーニング室な

どは人数制限をしていただいているのですが、おしりがどうしても短いと、また明日来る

という形になってしまいますので、大体２時間で入れ替わっていただきますから、お客様

には、この時間に来ていただければというご案内も可能になってくると思いますので。 

○谷藤委員  分かりました。一旦終わりにします。 

○横山部会長  内山委員。 

○内山委員  共同で５年、単独で５年と言われたのですけれども、そうすると今、１０

年やられたということですけれども、長くなるとどうしてもマンネリというものが出やす

いのではないでしょうか。ですから、これからも、もし５年していただくということにな

ると、利用者のマンネリ等もそれなりに考えていただかないと、ああ、まあいいやという

ような気持ちになりやすいところがあるのではないかと。その点はどういうふうに対応さ

れていくか。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  正直に言わせていただきますと、まだまだ

やりたいことはたくさんあります。共同事業体のときは、お互いに監視し合うという言い

方はいけないのですが、あって、今、委員が言われたように、単独になってきて、特に長

くなってくると、言われたようにマンネリ化、新しい力というか、そういう考え方を入れ

ていくということは必要なことだと思います。 

 その中で、モニタリングの中にありますように、第三者のモニタリングを入れたり、会

社の方針でもありますが、常に積極的に前に前に、いろいろな情報を得て、どれだけ引き

出しを持っているかというところで、お客様に対応ができると思いますので。先ほど申し

ましたとおり、あくまでも、お客様のほうを向いて私どもは仕事をしておりますので、い

ろいろな要望に即日対応ができます。それは前向きに考えております。まだまだ、やりた

いことがたくさんあります。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  公の施設で、待ちの姿勢といいますか、そ

ういったところがよく見受けられるのですけれども、私どもはやはり、市民のサービス向

上のために、積極的に、我々のほうからできるところはどんどん提案していこうという姿

勢を常に持っております。 

 ですので、進化していく千葉市のスポーツ施設、コミュニティセンター、そういうふう

な形でありたいと思うのです。そうでなければ、やはり、先進的ないろいろな利用勝手の
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新しい様々なアイデアを生み出してくることができません。ですから、市民の皆様の声を

よく聞いて、もっとこうしたほうがいい、ああしたほうがいい、これを常に、日々、考え

続けてやってきました。 

 これからは、コロナの関係も含めて、更に難しい社会情勢であります。デジタル化の問

題も来ています。そういったことをいかに解決して、更に市民の皆さんや市のためにどれ

だけいい形がつくれるのか、それはもう１日たりとも休みはないです。ぼうっとしている

暇はないのです。本当に、毎日毎日が新しい１日で、次の１日、更に成長する１日として、

積極的に進めたいと思っております。更なる進化を５年間させていただきたいと思います。 

○内山委員  今の気持ちを忘れないようにお願いしたいと思います。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  本当に誠心誠意、思います。 

○内山委員  ありがとうございました。 

○横山部会長  小野寺委員。 

○小野寺委員  まさにお話にあったように、去年の台風、大雨で、避難所を開設してく

ださったことを承知しております。スポーツ施設ではありますけれども、機能としては、

非常のときに、そういったことを想定しておりますので、特にこれまでやってくださった

こと、それから、今後、考えていらっしゃるというのは分かりました。 

 その一方で、本来、スポーツ施設ですので、利用者の数の目標、稼働率の目標がありま

す。それから、利用者の満足度というのも、これは、アンケートで計り知ることができま

す。数字のところ、利用者数と稼働率というのは明確なのです。市としてもいろいろ、過

去の実績、今後の人口の趨勢などを考慮して目標は設定してあって、厳しい部分もあるの

ですけれども、利用人数に対するコミットメントについては、どのように考えていますか。

もちろん、提案には、何年度に達成とは一応書いてありますけれども。 

○横山部会長  少し関連してなのですけれど、特に花島のスポーツセンター、スポーツ

施設でも少し毛色の違う施設をご担当いただくことになるのですが、そこについても少し、

稼働率向上の施策を教えてください。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  今、ご質問があったように、前回のそれぞ

れの各館の目標達成のためのという様式のところを今回、見返してきたのですが、スポー

ツ施設、公営施設に関しては、やはり提案した中で、数字的なものもある程度、クリアは

できていると思っております。 

 ただ、これは外部的なあれで、工事が入ったりとか、台風があったりとか、そういうも

のによって前年度と人数的な、計画の段階でその辺りは読み取れない部分がありますので、

今回のように、例えば宮野木のスポーツセンターが改修工事をするのであれば、そこの部

分の人数を減らしてというのがあるのですが、そこの計画に関しては、ほぼ、公園とスポ

ーツに関しては、クリアができている。 

今、部会長が言われたように、少しコミュニティの部分に関しては、利用率から、その

辺りに関しては前回の提案書から見ても、６割くらいのところなのかと考えております。 

 それに対して、どうすれば利用人数が、それはもう日々、お客様のいろいろなご意見を

聞きながら。その一つとして、例えば時間を延長するとか、そういうものも出てくるので

すが、あとは、自主事業がいいのかというのはまた一つあるのですが、新しいきっかけに

なるようなイベントをして、継続的に、コミュニティであれば、コミュニティセンターを
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利用、継続的に諸室を使っていただくとか、また違った意味で貸出しをするということで

す。コミュニティに関して、ここのところ、大変苦戦しております。 

次回はそちらのほうにも記載させていただいたのですが、大分、入り口のところで情報

コーナーを、あくまでもサークルさんが主体での施設になりますので、より、知っていた

だくために、デジタルサイネージといって液晶モニターを使った、今こういう催しをやっ

ていますよ、こういうサークルのほうで部員を募集していますよという、サークルさんに

もプラスになるようなものを今回は提案をさせていただいております。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  使っていただいた皆さんは、非常に満足し

て、使っていただいているのです。そういったことを、使っていない方の市民の、例えば

８割、９割の人たちに、どう伝えていけばいいのかというのが少し課題だと思っておりま

す。 

 先ほど言いましたように、待ちの姿勢では、それは何も変化を生み出すことはできませ

んので、いろいろなＰＲの手法であったり、ホームページでのいろいろなやり取りであっ

たり、もう少し、今どき流行りのＳＮＳを使った情報発信であったり、様々なことを新し

い形で取り組んでいかなければ伝わらない、新しい情報は知らない方に届けるというそう

いったところを今度はしっかり取り組んでみたいと思っているのです。 

 ですから、そうした販促の仕方にも、もう一回、創意工夫を入れて考えていきたいと思

っております。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

○谷藤委員  自主事業について二つお伺いしたいのですけれども、これから、いろいろ

なタイプのものが必要かというふうに思うのですが、この半年間で認知度の高まったオン

ラインフィットネスのような、そういうもののお考えがどのような感じかということと、

あともう一つあるのですが、障害者スポーツに関して、来年度、パラリンピックが終わる

と、随分、世間のいろいろなことが変わるような気がするのですけれども、自主事業で、

企画みたいに書かれているのは、ほぼ、パラリンピックに向けてかなという感じがしたも

のです。その後、どのように障害者スポーツに関することを考えているか、この２点をお

伺いしたいと思います。 

○横山部会長  関連して、自主事業の目玉となるような事業をピンポイントで示してい

ただきたいのと、障害者の関係で、障害者も、常にスポーツされている方はよいと思うの

ですけれども、全くスポーツに接していない方をどうやって掘り起こしていくのか、どの

ようにしてフォローしていくかについて教えていただきたいと存じます。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  まず、自主事業に関しては、最初の１０年

前、指定管理をやるに当たって、どこの企業さんでもそうだと思うのですが、自主事業で、

言い方は大変失礼なのですが、自主事業でもうける、そこの部分でという考え方があった

と思うのですが、やはり、やっていく中で、今の考えとしては、もちろん、スポーツを楽

しんでいただくきっかけづくりとなる教室やイベントをやっていこうと、それはあるので

すが、これ以上、例えば、増やしてとか、地域の、例えば、北谷津温水プールであれば、

昔からやられております東武スイミングさんとか、地域で活動されているそういうところ

もありますので、できたら、うちはそういう空いているところを、結局、利用人数がそこ

でプラスになってくると思うのですが、そこをがむしゃらにやるのではなくて、お客様に
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対して迷惑にならないような、地域の方の活動に対して迷惑にならないところで、自主事

業を今後は、ほかがやっていることをあえてぶつけてやる必要はないと考えておりますの

で、そういうものを取り込んでいきたいと思っております。 

 障害者スポーツに関してなのですが、実際に、磯辺スポーツセンターでやらせていただ

いたのですが、ボッチャのほう、実は私が障害者スポーツの初級の指導員を持っておりま

して、千葉県の障害者の指導団体に属しており、そちらのほうでいろいろな方とお付き合

いさせていただいて、実は、私、千葉市のほうでこういう施設をお預かりしているという

ことで、そちらを使っていただいて、障害者スポーツの普及にということで、磯辺の体育

館では地域のそういう施設を、全く初心者の方、全く経験のない方をお招きして、体験し

ていただくというのをやらせていただきました。 

 今年は駄目になってしまったのですが、オリンピック候補の海老原さんも練習会場とし

て使っていただいて、そういう方たちに指導もしていただくという形を取らせていただい

ております。 

 私自身がすべて教えるのではなくて、千葉県の障害者スポーツ団体様は天台に事務所が

あるのですが、そちらの方と連絡を取り合いながら、今年はコロナで開催ができなかった

のですが、千葉県の障害者のスポーツ大会も誘致、と言うと偉そうな言い方なのですが、

こちらの施設でやっていただくことも可能になってきましたので、そういう方たちを招い

て、できれば体験会、先ほど部会長が言われたように、全くやられたことのないそういう

方たちから、体験をして、順繰り、順繰り、広げていければと、そちらのほうはそう考え

ています。 

 千葉市様のほうで、障害者スポーツの用具もご購入いただいて、我々の施設のほうで管

理させていただいておりますので、こちら、せっかく買ったものですから有効的に。どう

しても、コロナで下火になってしまったのですが、導入した当時は貸出しも多く、そうし

た体験会も多かったので、今後、収束したら、また積極的にその辺りはやっていきたいと

思っております。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  来年、オリンピックの開催が無事に行われ

るかどうか微妙なところだと思うのですけれども、私どもでこれまで取り組んできた一つ

のイベントとして、アスリートキャラバンですとか、有名選手を招聘してのいろいろなイ

ベントもの、そういったものは更に充実させていこうと思っています。 

 特に、オリンピックで活躍された方たちのネットワークも我々は持っておりますので、

我々の会社のほうから、メインスポンサーでもあり、また、組織委員会にも人を派遣して

おります。そういった中で、いろいろなネットワークがございますので、まず、千葉市の

ほうにもそういったものの人材の還元といいますか、できるのではないかと思います。 

 それから、障害者スポーツにおいては、そこだけで終わりではなくて、その後が大事だ

と思いますので、そういったものがすごく盛んな千葉市なのだなと言われるような、我々、

働きかけもサポートもしていきたいと思っていますので、継続的に、更にその部分も進化

させていきたいと思っております。  

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  今年から千葉ジェッツさんのほうも五つの

体育館でやっていただいたりとか、それは、正直、こちらに収入とかそういうのはなしで、

優先的にご利用いただいて、利用料をお支払いいただくという形で、ジェルバさんもやっ
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ていただいております。 

 ですので、自分たちでやる自主事業だけではなくて、やはり、地域で活動している、も

ちろん、市とかそういうプロ集団の方です。今後はできれば、部会長が言われたような、

障害者スポーツでもいろいろな活動をされているところがありますので、こちらが自主的

に企画して、こちらがお金を払ってではなくて、場所の貸出しをしながら、それは、イコ

ール自主事業になるのかどうかというのも、これ一つ、考え方なのですが、そういうもの

はどんどん取り入れていきたいと思っております。 

○横山部会長  私のほうから幾つか。これまで１０年間近く管理されている実績がござ

いますけれども、次期に向けて、これまでを振り返った反省点というか、今後の課題みた

いなものがあれば教えていただきたいのと、あとは、先ほど、越川さんがおっしゃったや

りたいこととは、実現可能性があるかどうかは別にして、どのようなよい案をお持ちなの

か、示していただいたほうがよいかと思います。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  やりたいことに関しては、まず、修繕のと

ころで、大きなもので、電気のＬＥＤ化などは、どちらかというと効率化とか、自然に優

しいという部分があるのですが、公園管理課の方々がおられるので申し訳ないのですけれ

ども、高浜庭球場とか、稲毛海浜公園のテニスコートをどうにか人工芝にしていきたい。

高浜庭球場というのは、大きな大会でも使われているのですが、そういう大会に出られな

かった方たちの、あすなろ大会という大会なのですが、いわゆる聖地ではないのですけれ

ども、大きな大会に出られなかったそういう生徒さんたちが集まってやるところですので、

できればいいコンディションの中でやっていただきたいというのが、それがまず、そうい

う大きなところです。今まで手がつけられなかったところをやってみたいと、それは思っ

ております。 

 反省点は、反省は毎日です。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ほかによろしいでしょうか。 

○内山委員  言われたことを実現してくれれば、すばらしいと思います。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  ぜひ、頑張りますので。 

○内山委員  頑張ってください。 

○横山部会長  ほかに質問がなければ、そろそろ時間となりましたので、これでヒアリ

ングを終了いたします。 

どうもありがとうございました。 

〔スポーツクラブＮＡＳ株式会社 退室〕 

○横山部会長  それでは、委員の皆様は今のヒアリングを踏まえて、採点をお願いしま

す。仮採点の時間は５分程度でお願いします。 

［採点］ 

○横山部会長  それでは、次に申請者、千葉市スポーツ・コミュニティパートナーズに

ついて審査を行います。 

 まず、事務局であらかじめ採点した一部審査項目について、ご説明をお願いいたします。 

○山﨑スポーツ振興課長  「千葉市スポーツ・コミュニティパートナーズ」の採点結果

についてご報告させていただきます。 
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 資料３－４、「採点表」をお願いいたします。 

 「採点表」の大項目「２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること」の「（１）同種

の施設の管理実績」でございますが、５点と採点してございます。こちらにつきましては、

構成する事業者のうち、代表企業の責任割合が１００％のため、代表企業のみで判定して

おります。同規模の複合施設の管理実績があることを「提案書」で確認しております。 

 次に、大項目「５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること」の「（２）管理

経費（指定管理料）」でございますが、１５点と採点しております。こちらにつきましては、

基準額に対する削減率から加算点を３点とし、基礎点の１２点と合計し算出しております。 

 次に、大項目「６ その他市長が定める基準」の「（１）市内産業の振興」についてです

が、０点と採点してございます。こちらにつきましては、責任割合が１００％である代表

企業において、市外企業であることを「申請書類」で確認してございます。 

 次に、「（３）市内雇用への配慮」についてでございますが、５点と採点しております。

こちらにつきましては、施設従事者の市内在住率が２５８名中２１２名で、その割合は８

２．２％であることを「提案書」で確認しております。 

 次に、「（４）障害者雇用の確保」についてでございますが、２点と採点しております。

こちらにつきましては、法定雇用率について、１社が達成、２社が未達成、法定雇用数が

１未満かつ障害者の雇用者がない企業が２社でございまして、点数の按分により加点は０

点となりますが、新規雇用の予定があることを「提案書」で確認しておりますので、２点

となります。 

 「千葉市スポーツ・コミュニティパートナーズ」の提案内容審査（第２次審査）の一部

審査項目の採点結果についての報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明に何かご質問はございますでしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

○横山部会長  では、千葉市スポーツ・コミュニティパートナーズのヒアリングを行い

たいと思いますが、先ほどと同様に、「採点表」の２の「（２）団体の経営及び財務状況」

について、公認会計士である小野寺委員より、計算書類等を基にご説明いただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○小野寺委員  先ほどの追加で配ってもらった資料の中に５社ありますので、順番にい

きますと、番号はついていませんけれども、「①ＪＲ東日本スポーツ」というのをご覧いた

だけますでしょうか。 

（※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（法人情報）が含まれているため、表示していません。） 

○横山部会長  では、これから、これから千葉市スポーツ・コミュニティパートナーズ

のヒアリングを行います。 

 千葉市スポーツ・コミュニティパートナーズをこちらへご案内してください。 

〔千葉市スポーツ・コミュニティパートナーズ 入室〕 

○横山部会長  どうぞおかけください。 

 では、これからヒアリングを行います。よろしくお願いします。 
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  これから１０分間で、本日の出席者のご紹介と提案内容を、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、ご回答、

よろしくお願いします。１分前に予告をいたしますので、時間配分お気をつけください。 

 では、ご説明をお願いします。座ったままで結構です。 

○ＪＲ東日本スポーツ株式会社（高橋）  それでは、私どものグループの参加企業並び

に参加者は名札のとおりでございます。 

 私は、代表企業のＪＲ東日本スポーツの高橋でございます。千葉市スポーツ・コミュニ

ティパートナーズを代表して挨拶させていただきます。 

 今回、我々が組成したチームは、ＪＲ、ＮＴＴというインフラ企業のグループ会社２社

に加え、ライフガード専門会社、そして、斬新なアイデアを持つ広告代理店まで、ＪＶ５

社、協力会社２社を加えた７社の連合体です。 

 現代は、複雑で何が起こるか分からない時代、頭文字を取って、ＶＵＣＡの時代と言わ

れています。誰も予想できなかったコロナ禍、このような時代には集合知、つまり複数の

企業がそれぞれの専門性を持ち、複合的、総合的に運営に当たるコラボレーションが必要

不可欠な時代となっています。 

 一例を挙げれば、野外プールはレジャープールに近いものがあります。そこで、国際基

準であるライフガードの知識、技術を身につけたスタッフの配置、並びに警備業の事前教

育を受けるなどの資格者が配置されるべきであると考えます。 

 現在のスポーツクラブには、そのような基準はありません。そこで、ノバックという会

社のノウハウが必要であり、そのことがご利用者並びに運営管理者においても、更なる安

全・安心につながり、事故の防止にもつながります。 

 次に、私たちが主張したいのは、多選の弊害ということです。現指定管理者は、１０年

もの長期にわたり運営しているため、利用者の固定化、そして利用者の飽き、教室等の陳

腐化につながっています。千葉市という大市場を考えたとき、私どもにお任せいただけれ

ば、次のような施策で新たな利用者を集客します。 

 一つ、斬新かつ変化に富んだ新たな大人の体力テストなどのイベントの企画をします。 

 二つ、引退したオリパラスポーツ選手に協力いただき、教室を開催します。 

 三つ、ＪＲの駅を利用した駅ジャック広告などを展開します。 

 では次に、提案の詳細につきましては山崎よりご説明申し上げます。よろしくお願いし

ます。 

○クラブサクセスジャパン株式会社（山崎）  代表企業より申し上げました、応募企業

７社の特徴、優位性につきましては、１ページを開けてください。 

 コミュニティセンターは地元企業の千葉マリンスタジアムが担当、維持管理は７年前に

当施設を管理していた責任者がいる日本メックスが遺漏なく行います。 

 次に、指定管理料でございますが、市上限額を下回る５年間累計２８億７千万円、４．

２７％の縮減をしております。 

 お約束できる数値、成果目標、利用者数、教室講座数は２ページのとおりです。 

 公共施設で特に重要なことは、公平と平等の概念を理解しているかにかかっています。 

 ２ページにある図をご覧ください。 

 スタッフ、職員全員が、この公平と平等の概念を理解した上で業務に取り組みます。 
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 次に、同種の施設管理実績ですが、現指定管理者を上回る１５施設、蘇我スポーツ公園、

ＳＡＧＡサンライズパークなど、国体施設の運営実績も有し、現指定管理者を上回るもの

と自負しています。 

 次に、６ページです。管理運営の執行体制は、３ブロックに分け、総括責任者以下、万

全の体制で臨んでおります。総括責任者が不在の場合も考慮した、緊急連絡体制を取って

いるのが大きな特徴です。 

 コロナ対策も重要です。飛沫感染が多くの原因となっているため、館内はマスク着用を

義務付けます。ただし、プール室とシャワー室のみマスクを外すこととしています。 

 プール監視員は、国際基準でもある日本ライフセービング協会の資格を持ち、２０時間

の警備事前教育を受けた者のみを配置いたします。この点は、現指定管理者との大きな違

いで、安全性は飛躍的に高まります。 

 次に、３６ページです。５社の役割分担をご確認ください。それぞれの優位性を生かし

た体制となっています。 

 強調したいのは右側、プロ団体を含む国の組織まで一気通貫で関係を構築していること

です。また、各施設に最短１５分で駆けつけられる拠点を有していることも大きな優位性

です。 

 次に、３８ページ、清掃員に至るまで全スタッフが救急救命法の資格を保持することを

お約束します。 

 ４０ページには、有資格者の具体的人数を記載しております。 

 ４２ページ、研修でございます。感染症の臨時研修、人権研修を入れているのが大きな

特徴です。 

 ４３ページの、役職別に保持している資格の一覧をご覧ください。 

 次に、維持管理です。歴史のある施設が多く、建物劣化診断、中長期修繕計画は必須で

す。資格会社だけが持っている省エネ施策であるエコチューニングを実施し、水道光熱費

の削減を行います。 

 ５４ページ、情報漏えい、最近の例では内部漏えいのケースが多く、いかにスタッフの

マインドを下げないかということが重要な要素であることを申し添えます。 

 ５７ページのリスク管理です。事前に事業全体に起こるリスクを抽出し、それを移転、

緩和、未然防止の対応策を立案したのが大きな特徴です。新型コロナウイルス等の感染リ

スクにも的確に対応します。 

 ６１ページ、開館時間です。表の３段目、屋外プールは１週間早めて開館いたします。

また、コミュニティセンターは最終コマの１時間延長を申出があれば、それを可能として

います。 

 利用者のアンケートについても積極的に運営に生かしていく所存です。 

 ６２ページ、利用料金です。利用料金は、提供するサービスの対価です。体験価値を上

回るサービスを提供し、また、ポイントカードなども試験的に導入し、新たな利用者の獲

得と定着を目指していきます。 

 代表企業はＪＲ東日本のグループ会社です。千葉、幕張、稲毛の３駅を中心に、駅広告

ジャックの内諾を得ております。 

 また、現在見づらいホームページも一新し、多言語対応に対応してまいります。特に、
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施設の設置目的に合った利用者支援計画を行い、大人のスポーツテストやパラスポーツ、

レア競技の体験会など、広告代理店が企画し、楽しめる従来にはない集客にもつながるも

のと自負しております。 

 ６４ページ、各区の将来像を踏まえた施策を展開することで、各区の特性や地域性を訴

求していきます。サービス水準を維持する施策についてもご確認ください。 

 次に、６７ページです。現指定管理者の問題点を抽出し、当チームの達成目標を具体的

に記載しております。全社で総力を挙げて、このお約束の履行に責任を果たしていきます。

それでも変動要因が生じた場合は、６８ページでございます。その対応策を事前に想定し

ていることが、私どものグループの特徴でございます。ここまで考慮して運営できる管理

者がいることを強く訴えたいと思います。 

 ７０ページからは、２ページ、具体的な目標値です。 

 ７３ページ、自主事業、千葉市のビジョン、視点に沿った内容で取り組み、７４ページ

の留意点は必ず守ったものとしていきます。 

 ７７ページは、電通が企画した従来にないユニークな企画のオンパレードです。意外と

気がつかない点に注目した参加してみたくなるイベントとなっております。 

 ７８ページから利用人数です。 

 ８６ページは、雇用の安定化です。代表企業には、７８歳を含め、中高齢者のスタッフ

が多数働いています。また、障害者雇用率も２．７１％と過達しております。 

 ８８ページは、剰余金の配分です。１１０％超額の５０％を千葉市に還元します。 

 最後に、ダーウィンはこう言っています。「生き残る者は強い者でも賢い者でもない。変

化に対応できた者である。」我々は、コロナウイルスなどの劇的な変化にも対応できる自信

があります。どうぞ千葉市指定管理者として、新たにご選定をいただけますようお願い申

し上げ、当チームのプレゼンテーションを終了させていただきます。ありがとうございま

した。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 では、委員の皆様からご質問がありましたら、お願いします。 

 小野寺委員。 

○小野寺委員  ありがとうございました。 

 非常に力強い説明で、すごく期待してしまいますけれども、この指定管理、単体でやる

場合もありますけれども、今回、５社プラスアルファということで、それぞれ機能を担っ

てもらっているということで、少し聞こうと思っていた、ノバックさんはライフガードの

専門家という、そういったことをお聞きしました。 

 少し、一つ分かりづらいのが、クラブサクセスジャパンさんの、最初のこの提案を作っ

て、プレゼンするところまでは非常に分かるのですけれども、今後５年間での関わり方が

少し分かりづらいのですけれども、少し簡単に教えてもらえますか。 

○クラブサクセスジャパン株式会社（山崎）  私どもは、１０月１日からＳＡＧＡサン

ライズパークという２０２４年の国体施設の事務局、指定管理者の中に入っておりまして、

事務局をやっております。その中で、ホームページの進捗状況であるとか、毎日の更新状

況、それから年度で出す事業計画のチェック、モニタリング、そういったようなことを担

当させていただいております。ですから５年間、これを書くだけではなくて５年間、きっ



 

―２０― 

ちり事務局として、数字の取りまとめ、それからその進捗、モニタリング、こういったも

のを事務局として担当してまいります。 

○小野寺委員  分かりました。 

 あともう一つで、数字に対するコミットメント、これ、プレゼンを聞くとすごく期待が

できるのですけれども、そうは言っても、ここは東京ではなくて千葉県なので、物すごく

新しいことをやったとしても、千葉県、千葉市の市民に響くかどうかというのは、少し分

からないですね。そのような中で、本当に結果が出るのかというのが、少し疑問なのです

けれども、先ほどのプレゼンのとおりに本当にいったらよいと思うのですけど、それに対

する考え方をいま一度お伺いできますか。 

○ＪＲ東日本スポーツ株式会社（高橋）  私ども、今コロナ禍の中で、いろいろと利用

の制限とか、いろいろあると思うのですけれども、やはり地域の方々、市民の方々が興味

を持つというのは、やはり新たな、今までに目にしていない教室であるとか、イベントで

あるとか、そういうことが必ずなし得て、初めて興味を持っていただけると。施設は開い

ているだけでは、お客様は来ません。やはり、教室やイベント、そういったものを多種多

様に行うことが、集客できる一つだと思っています。 

 私は、実は、前に違う業務で指定管理者をやっていたのですが、そこでも、やはり、教

室、イベントが集客の要でした。千葉とか東京とか関係なく、健康やスポーツというもの

には皆さんが興味を持っておりますので、私どもは実施させていただければ、必ずや利用

者は拡大すると思っております。 

○小野寺委員  分かりました。 

○横山部会長  内山委員。 

○内山委員  今、説明を聞いておりましたけれども、専門職は全部、御社にいらっしゃ

いますけれども、微に入り細に入りいろいろな意見をされておりました。 

 それはそれで結構なことだと思うのですけれども、実際に事故があった場合の責任の取

り方、そういうのを危惧するところがあるのですが、なすり合いのようなことになったら

困るかなと。どういうふうに対応されるのか。 

○ＪＲ東日本スポーツ株式会社（高橋）  基本は、私ども、代表企業が責任を持って対

応することになるというふうに認識しております。  

 ただし、日頃の安全対策については、５社とも同じ認識をもって、基準をもって、行動

するようにしておりますので、指定管理が始まる前から既にいろいろなものを準備させて

いただいて、私どもの代表企業が責任を持って、きっちりと実施していきたいと思ってお

ります。 

○内山委員  それはそうしていただかないと、利用者が大変だと思うのです。だから、

なすり合いになったときは大変だと、私たち利用者のほうからするとそれがどうしても危

惧されるのです。そこが絶対にないように、管理運営をお願いしたいと思っております。 

○ＪＲ東日本スポーツ株式会社（高橋）  分かりました。 

○クラブサクセスジャパン株式会社（山崎）  あとは、マニュアルもすべてＪＲ東日本

スポーツのマニュアルを、全部、私どもは採用して、展開してまいります。 

○内山委員  そういったことは全部分かっているのですが、どうしても、連合になると、

例えば、なりやすい要素があるから、その点は十二分にご理解いただければと思います。 
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○ＪＲ東日本スポーツ株式会社（高橋）  認識しております。 

○クラブサクセスジャパン株式会社（山崎）  追加でございますが、ここにいる３人は、

同じスポーツクラブで１０年以上一緒に仕事をしていた仲間でございます。 

○日本メックス株式会社（若杉）  今はばらばらですが。 

○クラブサクセスジャパン株式会社（山崎）  今は別な会社に勤めておりますけれども、

そういった意味では、マインドは同じでございます。 

○横山部会長  谷藤委員。 

○谷藤委員  一番最初の説明のところで、１０年、今のところがやっていると陳腐化し

ているという衝撃的なご発言だったのですけれども、今、見ていて、新しく変えます、で

も、同じことが起きるのではないかという危惧を、１０年と言わなくても、４年目、５年

目、今、変えようとしたことが、そのままずるずる行くのではないかというのを逆に心配

になってしまったのですけれども、そうならないための方策をどのように考えているかと

いうことが一つと、違う話で、具体的な話なのですけれども、コロナの対策として、シャ

ワー、プール以外は、マスクということで。フィットネスクラブなどは、そのような形で

なさっていると思うのですけれども、今回はすごくいろいろな施設がありまして、それの

どれもでそれを求めるかという辺りをお伺いしたいと存じます。 

○ＪＲ東日本スポーツ株式会社（高橋）  マスクの話からいきますと、今、クラスター

などが起きている部分については、飛沫感染が主で言われていますので、まず、スポーツ

庁のガイドラインと、確かにフィットネス産業協会のガイドラインは、そこが違うところ

なのですが、施設からクラスターを出さないということを第一に考えておりまして、そう

いう部分としては、体育館内、要するに屋内ではマスクを着用していただきたいというふ

うに思っております。 

 それから、屋外については、１メートルから２メートルの範囲を空けているのであれば、

例えば、野球場やサッカー場などではマスクは不要かというふうに思っておりますので、

それは任意としたいというふうに思っております。 

 まず、飛沫感染で各施設からクラスターを出さないということを第一に考えていきたい

というふうに思っております。 

○クラブサクセスジャパン株式会社（山崎）  あと、陳腐化という言葉を使わせていた

だきましたが、激しい言葉だったと思いますが、それを変えていくのが私どもの会社の役

目かと。ＳＡＧＡという、九州でも大変、奥のほうでございますが、そういったところの

運営、それから、都内の主要体育館、全部、私が獲得いたしました。東京体育館をはじめ、

大田体育館、八王子、川崎、有明アリーナと。ですから、そういったところの成功例、こ

こではこんなにこれがうまくいっているというのをお伝えして、更に広告代理店と組んで、

新しいプラン、イベントをつくっていくというのが、今までにない、私どもが入った役割

かというふうに思います。 

そして、モニタリングをきちんと私どもがやりますので、利用者が落ちていれば、それ

に対する対策を求めます。こういうのはいかがかという代案も示します。そういったよう

なことをやっていけば、私どもも１０年は陳腐化しないかと。１０年は陳腐化しないとい

う自信はございませんけれども、１０年は必ず、現状を上回るものをつくりますので、私

どもが入っている理由というのが、そこでございます。 
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○谷藤委員  １年目に新しくではなくて、２年目、３年目、４年目、必ず毎年新しいこ

とをするというお約束と捉えていいでしょうか。 

○クラブサクセスジャパン株式会社（山崎）  結構です。成功例を持ってくるのが、私

どもの役目です。 

○日本メックス株式会社（若杉）  都度、いろいろな施設を見ているので、変わってき

ますから、一遍に全部出してしまうとネタがなくなってしまいますので、少しずつ。 

○谷藤委員  ありがとうございます。 

○横山部会長  私から幾つかお伺いします。 

 現管理者をいろいろと分析されて、いろいろと華々しいご提案をいただいて、変わる期

待というものもあるのですけれども、一方で、スポーツを定着、継続させるような方策と

いうものも大事だと思うのです。変わらないということも大事だと思うのです。その辺り

はどのようにお考えでしょうか。今、実際に利用されているユーザーが、更に継続的に施

設利用するという、そういう目的なり方策というのをどんなことをお考えでしょうか。 

○ＪＲ東日本スポーツ株式会社（高橋）  定着という意味合いでは、今まで継続してい

るものについては、利用者が多いものについては継続していきたいというふうに思ってい

ます。 

 ただ、新たな客層を呼ぶためには、どうしても新たなものを、プログラムであるとかの

やり方を変えなければいけないところもあるので、それをうまく組み合わせながら、１年

目から進めていきたいというふうに考えます。 

 あとは、現在、各施設で働いている従業員の皆様は、継続雇用しながら、その人たちが

一番、今までのことを知っているわけなので、それをきちんと聞いて、そして、来年度、

３年に生かすということを実施していきたいというふうに思っております。 

 当然のことながら、障害者の雇用もあるようなので、私どももそれは継続して雇用して

いきたいと思っておりますし、増加できるものであれば増加していきたいというふうにも

考えております。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 続けて、６ページに関連する話なのですけれども、私の理解が間違っているかもしれま

せんけれども、今回、次期指定管理者になった場合、施設ごとにそれぞれ構成企業が責任

を持って管理するという、そういう組織を描いているように思うのですけれども、それで

よろしいですか。 

○ＪＲ東日本スポーツ株式会社（高橋）  まず、基準は全部統一でございます。それを

もって個々に管理はしていきますが、月に１回、週１回、ミーティングがございますので、

そこで確認をしながら、現状、外れていないかどうかということも含めて、対応させてい

ただきたいと思っています。 

○横山部会長  分かりました。 

 言い方に少し語弊があるかもしれませんが、少し、縦割り的な印象があるのですけれど

も、施設間の連携や、施設の一体利用について、どのようなお考えでしょうか。 

 市内に点在する数十の施設を管理していただくことになるのですけれども、ユーザーの

目線から、この施設も使いたい、あの施設も使いたい、あるいは満員の施設から空きがあ

る施設に誘導したりとか、そういうこともあろうかと思いますが。 
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○ＪＲ東日本スポーツ株式会社（高橋）  回数券もありますので、そういったことを含

めて、複合的に、同様の運営管理体制に持ち込んでいくわけですので、利用者にとっては

多分、今までと遜色ない形でご利用いただけると思います。 

○横山部会長  私が申し上げたのは、月１回ミーティングを密にするとおっしゃいまし

たけれども、日々の利用において、何かほかの施設とのつながりのようなものを持たせる

ことができればよいのではないかと思います。 

○ＪＲ東日本スポーツ株式会社（高橋）  例えば、教室とかプログラムなどについては、

どこの施設にも、すべての施設のプログラムや配置が書かれているような形で運営してい

きたいと思っております。 

○横山部会長  他施設を紹介するというようなことでしょうか。 

○ＪＲ東日本スポーツ株式会社（高橋）  はい。 

○横山部会長  分かりました。 

 施設関連の話ですけれども、４４ページです。ご存じのとおり、市の施設ですから、老

朽化しているところも多いのですけれども、先ほどご説明がございましたエコチューニン

グという概念をご紹介いただきたいのですけれども。 

○日本メックス株式会社（若杉）  基本的に、これは、維持管理会社にある規定なので

すが、私どもの会社は、そういう業界のエコチューニングという言葉の、認定されている

会社です。 

○横山部会長  具体的に、どのようなことをするのですか。 

○日本メックス株式会社（若杉）  要するに、一番は光熱水費を削減と言うか、適正に

使うということなので、例えば、昔から、２０年前、３０年前にオープンした、電灯をそ

のまま使っている、ではそれをＬＥＤに換えましょうとか、エアコンの設定をずっと変え

ていない、でも本当は、もう少し、１度高くても大丈夫ですよねと。運転する時間も変え

てもいいよねと。そういった細かなチューニングを少しずつしていきながら、光熱水費の

削減、機器の無駄をなくすというようなやり方になります。 

 実際、他のところでもやりましたけれども、名古屋でも年間５００万、一つの施設で光

熱水費の変化がありましたので、そういう形で少しずつ、一遍にはできないのですけれど

も、施設ごとにチェックをしていきながら、チューニングをしていくという形になります。 

○横山部会長  コストの削減という話なのでしょうか。 

○日本メックス株式会社（若杉）  そうです。コストの削減と、それから、施設の設備

の長寿命化にもなると。無理をさせないということになります。 

○横山部会長  修繕のような話とは少し違うのですね。 

○日本メックス株式会社（若杉）  修繕とは違います。それは、劣化診断とか、何かで、

中長期の計画を立てて市のほうにご提案したり、我々で直せるものは直していくという考

え方、予防修繕は考えておりますけれども。 

○横山部会長  分かりました。 

 あと７３ページ、先程ご説明にありましたけれども、改めてアピールできるような自主

事業があれば、教えてください。先ほど、電通さんの企画、これまでにないようなものと

いうことでおっしゃっていましたけれども、それ以外に何か、こんな新しいことをやりま

すよというか、ここを評価してほしいということがあれば。 
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○ＪＲ東日本スポーツ株式会社（高橋）  実は、自主事業の中で、５ページという制限

がありましたので、すべての教室が出されているわけではありません。表現されているわ

けではありません。この中では、特に、北谷津温水プールを使って障害者の子どもたち、

親子の教室を、年間を通して実施したいというふうに思っています。 

 それから、今も、自治体には実績があると思いますが、車椅子のバスケットボールの大

会であるとか、そういったものについても、しっかりと対応していきたいというふうに思

っています。 

 特に、私たちについては、初年度からスポーツ施設設置管理条例の施設では１３０教室

を予定しております。それから、都市公園条例の施設では、４７教室、それから、コミュ

ニティセンターでは７６教室ということで、初年度からこの数字は約束させていただきま

す。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 谷藤先生、何かございますか。 

○谷藤委員  今の話で、部会長さんのほうからも、アピールしたいところという話でし

たけれど、やはり、経験がたくさんおありで、本当にたくさん数があるのですけれども、

恐らくどこの施設でもこういうのをやられていると思うのですけれども、千葉市はこれを

やるよというような特別感があるといいなと思って、ＰＲという。 

○ＪＲ東日本スポーツ株式会社（高橋）  千葉市では、最終年度までに、スポーツ施設

では１６０教室を行うというふうに書かせていただいておりますので、それをお約束させ

ていただきます。 

○谷藤委員  数で勝負ですね。これというのを期待していたのですけれども。 

○日本メックス株式会社（若杉）  プログラムというのは、日々変わってきますので、

ここに書かれていないものも、もしかしたらあるかもしれないということで、ご期待くだ

さい。 

○クラブサクセスジャパン株式会社（山崎）  あと、考えておりますのは、ここに書き

切れなかったのですが、屋外施設で未活用の時間に、引退した野球選手の野球教室をやる

とか、そういった方を連れてきて、未活用のところをもう少し活用するようにしていきた

いと思っております。 

 それからやはり、広告代理店ならではのエアスポーツであるとか。 

○文化振興課職員  ヒアリング終了時間になります。 

○横山部会長  一言だけ。 

○クラブサクセスジャパン株式会社（山崎）  これは、提案するところが少ないのでは

ないかと自負しております。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 それでは、お時間ですので、これでヒアリングを終了します。 

 どうもありがとうございました。 

〔千葉市スポーツ・コミュニティパートナーズ 退室〕 

○横山部会長  それでは、委員の皆様は今のヒアリングの結果を踏まえて、採点をお願

いします。 

また、全申請者からのヒアリングがすべて終了いたしましたので、これまでつけていた
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だきました「採点表」についてもご確認いただき、点数を確定していただきますようお願

いいたします。 

採点が終わりましたら、「採点表」を事務局職員に渡してください。 

採点が終わった方から休憩としてください。 

［採点・休憩］ 

○横山部会長  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。 

○小名木文化振興課長  それでは、集計結果をご報告させていただきます。 

 お手元にお配りさせていただきました「集計表」をご覧いただきたいと存じます。 

 「集計表」の一番下の合計欄右端が総得点となります。 

まず、申請者、スポーツクラブＮＡＳ株式会社、こちらは総得点が１１５．００点でご

ざいます。 

 次に、申請者、千葉市スポーツ・コミュニティパートナーズ、こちらは総得点が１０９．

７５点でございます。 

 なお、０点がついた項目はございません。 

 また、総得点の差が１％以内に当たらず、各委員で「Ｄ」、「Ｅ」の評価がないことを確

認いたしました。 

 以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ０点がついた項目がないとおっしゃいましたけれども、６の（１）に０点があるのでは

ないでしょうか。 

○スポーツ振興課職員  市外企業さんのものなので、資格要件上の制限というものはな

いということでございます。 

○横山部会長  そういう理解でよろしいのですね。分かりました。 

 ただいま、事務局からご報告いただきましたとおり、千葉市スポーツ施設等の指定管理

予定候補者とすべき者の第１順位はスポーツクラブＮＡＳ株式会社、第２順位は千葉市ス

ポーツ・コミュニティパートナーズとすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  次に、選定理由として、スポーツクラブＮＡＳ株式会社の提案内容にお

いて優れている点や工夫が見られる点、「スポーツクラブＮＡＳ株式会社」に対する意見な

ど、具体的なご意見をいただきたいと思います。 

 内山委員、スポーツクラブＮＡＳさんを推した理由について、感想的なところで結構で

すけれども。 

○内山委員  やはりＮＡＳさんは先ほどヒアリングのときに言わせていただいたとおり、

単独で５年やっていただいて、今までずっと中間報告等を聞いていまして、また、今回の

提案にも、それなりに努力をされて進んできているということで、ＮＡＳさんに多少、こ

れからも５年頑張っていただくと、そういう気持ちでやりました。 

○横山部会長  安定性ですとか、堅実さを評価されたということでしょうか。 

○内山委員  はい。そうでございます。 

○横山部会長  谷藤委員はいかがですか。 
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○谷藤委員  たくさんの施設があるので、それぞれの施設についてを踏まえた上で、計

画を立てている点かというふうに思いました。 

○横山部会長  施設の実情に応じた計画が立てられているということですね。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  改善点というか、これから求める点であるとかはございますか。 

○谷藤委員  社会の状況が随分変わっているので、それに対応した形で、施設運営や教

室などの事業というのを変えていってほしいと思います。 

○横山部会長  社会情勢の変化に対応した施設運営、教室開催ということを。 

○谷藤委員  施設運営とプログラムづくりです。 

○横山部会長  それをしていただきたいということですね。 

 小野寺委員、何かございますか。 

○小野寺委員  基本的な考え方として、スポーツ施設であり、緊急時の避難所的なとこ

ろという位置付けを非常に理解してくれているところ、それから、経験しているからなの

ですけれども、現実的な見積りも妥当な範囲で努力されているというのがよかったかと思

います。 

 望むところとしては、やはり利用者数、稼働率に対しては、きっちりと達成をしてほし

いということと、プレゼンの中にも、言葉が出てきたかどうかですけれども、１０年もや

っているので、マンネリ化してくる可能性があるので、新しいことに取り組んで、利用者

の満足度の向上にも更に努めていただきたいと思いました。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 私としても、やはり堅実な経営が期待できるというところを評価させていただきました。

今、小野寺委員からもありましたように、今後は稼働率、特にコミュニティセンターとい

う施設も抱えていますので、そちらの稼働率を上げていただきたいということ。少なくと

もマンネリなど生じないように、予防的に対応していただきたいということでございます。 

 意見としてはよろしいでしょうか。ほかに何か付け加えたいことはございませんか。 

（なし） 

○横山部会長  附帯意見として何かありましたら、併せてお願いいたします。 

○小野寺委員  財務的なところで、スポーツクラブということなので厳しい状況が今年

は続くと思うので、大丈夫ですかというのを市の担当は常に連絡を取って、経営に問題が

ないかどうかをチェックされるのがいいかと思います。これは市に対してです。 

○横山部会長  厳しい社会情勢の中で、経営状況、財務状況について、市としても注視

していただきたいというご意見ですね。 

［取りまとめ］ 

○横山部会長  それでは、選定理由として、皆様のご意見や「採点表」を確認しますと、

まず第１に、総得点が最も高いものであったということ、特に、過去の実績に鑑みて、安

定性、確実性があるということ、施設の実情に応じた計画が提案されている点などにおい

て優れていた等の意見がありました。 

 附帯意見としましては、厳しい社会情勢の中、財務状況について市としても継続的に注

視していただきたいと、そのような意見がありました。 

 これらを踏まえまして、私と事務局と調整して意見をまとめていくということでご一任
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をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 それでは、千葉市スポーツ施設等の指定管理予定候補者とすべき者をスポーツクラブＮ

ＡＳ株式会社といたします。 

 千葉市スポーツ施設等の審査は以上となります。 

 それでは、ここで、休憩といたします。では、１時再開でお願いします。 

お疲れさまでございました。 

［休憩］ 

○横山部会長  それでは再開いたします。 

議題２「千葉市こてはし温水プール指定管理予定候補者の選定について」に移ります。 

それでは、事務局よりご説明をお願いいたします。 

○山﨑スポーツ振興課長  スポーツ振興課長の山﨑でございます。午前中に引き続き、

ご説明させていただきます。座って、説明をさせていただきます。 

こてはし温水プール、公募開始から第１次審査までの経過及び募集状況についてご説明

いたします。 

 最初に、前回の部会後から本日までの公募等の経過についてご説明いたします。 

参考資料８「募集要項」をお願いいたします。 

 ２ページ「３ 公募の概要」、「（４）選定の手順」の表をお願いいたします。 

 まず、１「募集要項等の公表・配布」でございますが、８月６日、市のホームページに

「募集要項」等を掲載して募集を開始いたしました。 

 ２の「募集要項等に関する説明会」でございますが、８月１３日に、こてはし温水プー

ルにおいて開催し、説明会終了後には「施設見学会」を実施いたしました。 

 ３「募集要項等に関する質問の受付」についてでございますが、８月１７日から２１日

まで受け付け、４「募集要項等に関する質問の回答」につきましては８月２８日に市ホー

ムページに掲載いたしました。 

 ５「指定申請書の提出期間」である９月７日から９月１１日の間に、「指定申請書」等を

受け付け、２団体から応募がございました。その後、事務局で「資格要件」及び「失格事

由」等の審査を行い、６の「形式的要件審査の結果通知」を９月１７日に行ったところで

ございます。 

 次に、今回、応募のあった２団体についてご説明いたします。 

 資料４－１「応募者一覧」をお願いいたします。 

 最初に、「スポーツクラブＮＡＳ株式会社」でございます。 

次に、「コナミスポーツ・イオンディライトグループ」でございます。「コナミスポーツ

株式会社」と「イオンディライト株式会社」の２社で構成される共同事業体でございます。 

以上の２団体からの応募がございました。 

 続きまして、事務局で行いました「資格要件」及び「失格事由」等の第１次審査であり

ます、形式的要件審査についてご報告させていただきます。 

資料４－２「形式的要件審査（第１次審査）結果一覧」をお願いいたします。 

事務局におきまして審査した結果、すべての応募者について応募資格の各要件を満たし
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ており、かつ「コ 暴力団密接関係者でないこと」以外について、失格事由に該当しない

ことを確認いたしました。 

なお、「コ 暴力団密接関係者でないこと」につきましては、現在警察に照会中であり、

協定締結までの期間に該当となった場合は、指定管理者の指定を行いません。 

 公募開始から第１次審査までの経過については以上でございます。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

ただいまの説明について、何かご質問はございますか。 

（なし） 

○横山部会長  それでは、審査に入りたいと思います。 

はじめに、申請者、スポーツクラブＮＡＳ株式会社について審査します。 

 まず、事務局であらかじめ採点した一部審査項目について、ご説明をお願いいたします。 

○山﨑スポーツ振興課長  スポーツクラブＮＡＳ株式会社の採点結果についてご報告さ

せていただきます。 

資料４－４「採点表」をお願いいたします。 

「採点表」、大項目「２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること」の「（１）同種

の施設の管理実績」でございますが、５点と採点してございます。こちらにつきましては、

「同規模（プール・トレーニング室・諸室を含む）の複合施設の管理実績」があることを

「提案書」で確認してございます。 

次に、大項目「５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること」、「（２）管理

経費（指定管理料）」でございますが、２０点と採点してございます。基準額に対する削減

率から加算点を８点とし、基礎点の１２点と合計し算出してございます。 

次に、大項目「６ その他市長が定める基準」、「（１）市内産業の振興」でございます

が、２点と採点してございます。準市内業者であることを「申請書類」で確認してござい

ます。 

次に「（３）市内雇用への配慮」でございますが、３点と採点してございます。施設従

事者の市内在住率が４２名中４０名でその割合は９５．２％であることを「提案書」で確

認してございます。 

次に、「（４）障害者雇用の確保」でございますが、２点と採点してございます。法定雇

用率を達成しており、新規雇用の予定があることを「提案書」で確認してございます。「ス

ポーツクラブＮＡＳ株式会社」の提案内容審査（第２次審査）の一部審査項目の採点結果

についての報告は以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

ただいまの説明について、何かご質問はございますか。 

（なし） 

○横山部会長  では、スポーツクラブＮＡＳ株式会社のヒアリングを行いたいと思いま

すが、その前に「採点表」の２の「（２）団体の経営及び財務状況」について、公認会計士

である小野寺委員より、計算書類等を基にご説明いただきたいと思います。 

 先程のとおりということでよろしいでしょうか。 
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○小野寺委員  先程のとおりでお願いします。 

○横山部会長  先程、何か質問が足りなかった点などはございますか。 

（なし） 

○横山部会長  それでは、これからスポーツクラブＮＡＳ株式会社のヒアリングを行い

たいと思います。 

 スポーツクラブＮＡＳ株式会社さんをこちらへご案内してください。 

〔スポーツクラブＮＡＳ株式会社 入室〕 

○横山部会長  これから１０分間で、本日の出席者の紹介と提案内容を簡潔にご説明を

お願いします。ご説明が終わりましたら、先程同様、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。時間の関係もありますので、今、変

わられた方だけご紹介いただければと存じます。プレゼンの時間を長く取ってください。 

それでは、よろしくお願いします。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  スポーツクラブＮＡＳでございます。よろ

しくお願いします。 

 私と越川は午前中と同様に、それから、施設関係を特に中心に見ておりますブロック長

であります齊藤でございます。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（齊藤）  よろしくお願いいたします。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  それから、スクール関係の指導に非常に中

心的な役割を果たしております芦田支配人でございます。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（芦田）  よろしくお願いいたします。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  以上でさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 現在、ＮＡＳのほうでは、千葉市のスポーツ施設の指定管理を実施させていただいてお

りますが、今回、このこてはし温水プールの応募をさせていただきましたのは、前回の公

募のときにも参加しようかという話を実はしておりまして、ただ、そのときにはスポーツ

施設の管理も決定はしていなかったこともありますし、決定したらしっかりスポーツ施設

の管理運営を一つの形にして、しっかりしたものを、基盤をつくった上でこちらのほうの

公募に次は参加していこうという、実は、長きにわたって、そのような計画でおりました。

今回は、そういうこともありまして、こてはしの公募に参加させていただきたいと思いま

す。 

 こちらのこてはしなのですが、現状、様々な課題もお見受けしておりますし、実際、千

葉市のスポーツ施設の管理運営をする中で、いろいろとお話も伺っております。それらの

いろいろな課題ですとか、これからの違った形での運営管理体制、それから、来春、管理

が始まって１０月くらいまでは今の流れで運営管理が行われるのですけれども、それ以降、

約１年間くらいは施設の改修工事が加わっておりますので、恐らくかなり長きにわたって

の休館が間に挟まっておりますので、その間、新しい体制での取組みをスタートしたとき

には、お見せできないかなということも思い描いております。 

 現在、スポーツ施設の管理と一体的な管理を行うことで、様々な施設間の相互連携を行

うことによって、様々な部分で合理化や効率化ができると思っております。 

 その結果、市や市民の皆様へのサービス向上につながる様々な活動ができるのではない
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かと思っておりますので、そのようなことで「提案書」をまとめております。 

 詳細については、越川のほうから説明させていただきたいと思います。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  引き続き、「提案書」のほうなのですが、今

日、午前中に、千葉市スポーツ施設のヒアリングに参加させていただいて、まだ今後がど

うなるか分からない段階での、少し横暴な、こちらのこてはしのほうの「提案書」になる

のですが、あくまでもという言い方はあれですが、千葉市のスポーツ施設の指定管理をや

らせていただいて、それにプラスアルファ、こてはし温水プール、この一体化の中にこて

はし温水プールを一緒に合体して、一括管理、そちらのほうのスケールメリットをもって、

こてはし温水プールを今後伸ばしていこうという、そういう「提案書」を書かせていただ

いております。 

 ですから、業務の体制に関しても、前回、磯辺も途中からこちらでやらせていただくこ

とになったのですが、そちらのほうの「提案書」でも、同様な形で書かせていただいたの

ですが、執行の業務の体制図の中では、あくまでもスポーツ施設、公園施設、花島コミュ

ニティに横並びの形で、本部を設けて、その中でこてはし温水プールを一括管理していく

という形の、少し一緒くたという形で「提案書」を書かせていただきました。 

 この５年間で、千葉市のスポーツ施設のほうである程度、まだまだなところもあるので

すが、地固めができて、今後やっていくに当たって取組み、そこの一つにこてはしも含め

て、逆な言い方をすれば、こてはし温水プール、他社様のことを申し上げることはないの

ですが、シミズオクトさんだけ、コナミさんだけで、５年間のいろいろな数字を見させて

いただきました。やはり、それなりに数字も伸ばしておりますし、いろいろなお客様の要

望を取ってスクールバスを回されたり、失礼な言い方なのですが、大変よくやられている

と思います。 

 ただ、その先に一歩踏み込んで、プラスアルファで、では何ができるかというと、やは

り、芦田は今、隣の花島公園のほうに籍を置いているのですが、花島公園とか近くの宮野

木スポーツセンター、こてはし野球場に関しては野球場ですのであれなのですが、少し離

れたところであれば北谷津温水プールや同様の施設がございますので、そちらといろいろ

な広報活動や利用促進、あとは、先ほど申し上げたように、今回、大規模な修繕が計画さ

れておりますので、修繕の間、お客様のご利用も、グループであればそちらのほうに誘導

することも可能だと思っております。 

 自主事業を展開するに当たっても、先ほど、少しご質問をいただいたのですが、花島コ

ミュニティセンターが少し伸び悩んでいるというところもあるのですが、こてはし温水プ

ールにおいても諸室を持っておりますので、あとは、スポーツゾーンとして花島、宮野木

の体育館に充当するような施設を持っておりますので、お客様が相互に施設間を、今は同

じ千葉市さんの施設なのですが、やはり運営会社が違う。正直、何度か働きかけはしたの

ですが、どうしても一緒に足並みをそろえてということはなかなか難しいということがあ

りましたので、それが１社でできるのであれば、その辺りを相互で、お客様に対するサー

ビスも広がっていくのではないかと思っております。 

 あとは、人的なこと、弊社も実はスイミングスクールからスタートした会社でありまし

て、もともとは子どものスイミングスクールから今の総合型の大人も取り入れた、これは

コナミさんも同様のところですが、やはり、そういう部分でプールはぜひ、いろいろなプ
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ログラムなり、そういう今後のことをノウハウとして持っている会社でありますので。先

ほどご紹介いたしました芦田に関しては、長年、子どもの指導をしておりまして、ベビー

から大人の方まで、障害者の方までの指導にも携わっておりますので、今のコナミさんの

やられているレベルから落ちるということは、それは決してないと思います。 

 そこの部分は継続的にして、先ほど言った、総合力をもってプラスアルファ、新しいも

のをご提供できるという、今回、５年間の地固めができて、これだったらいけるのではな

いかということで今回、こういう応募をさせていただきました。 

 あとは、先程申し上げたように、「提案書」の中で、やはり、来年度の１０月から翌年８

月まで改修工事が計画されておりますので、まず、１０月まではご利用のお客様に戸惑い

を与えないように、現状のシステムなりを、粛々とではないですが、営業させていただい

て、改善できるものはもちろん改善していきますが、やはり改修後、そこに大きな、例え

ばスクールバスの見直しであったり、自主事業やスクールのそこの組み直し、そこは提案

させていただきたいと思います。 

 あと、収入、経費の部分に関してなのですが、コロナの影響を見て、最初の３年、あと

は改修工事が入りますので、その辺りで利用料収入、それに伴って、水光熱とか使わない

部分がありますので、その辺りを見越した数字で出させていただいております。 

 ４年にオープンして、５年には、「提案書」にも一応、書かせていただいたのですが、会

社のほうから省けということだったのですが、今はやりの倍返しの状態で、５年には倍返

しの数字を持っていければと思っております。 

 少し早いのですが、そのようなところで、よろしくお願いします。 

○横山部会長  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、お願いいたします。 

 谷藤委員。 

○谷藤委員  改修中に次なる計画をいろいろ練ってということでしたが、その期間中、

参加者が離れないような、そのときの工夫はどのようになさいますか。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  まず、プールのお客様に関しては、北谷津

温水プールは少し遠いのですが、ただ、実際、お客様の中でこてはしが２月とかの使えな

かったときに使いに来たというお客様を実際に存じ上げておりますし、北谷津のお客様も

やはり行かれているという方もありますので、プールのお客様に関してはそこの誘導をか

けたいと思います。 

 トレーニング室に関しては、先ほど申し上げたように、近隣に宮野木スポーツセンター、

花島ですね。スポーツゾーンの卓球とかバドミントンを楽しまれている方に関しても、そ

ちらへの誘導が可能だと思いますので。逆に、こちらでしたらもう少し広々と体育館でで

きますという、そういうご案内は考えております。 

○横山部会長  内山委員。 

○内山委員  この温水プールと野外プールも管理されておりますね。そうすると、どう

いうふうに対応を。温水と野外ですと少し違いますけれども、その点はどのように考えて

おられますか。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  屋内プールに関しては、北谷津温水プール

を管理させていただいております。夏の間、千葉公園、高洲、６か所ですか。そちらのほ
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うなのですが、こてはしに関しては、一年を通して屋内プールがあって、夏の間だけ表を

開けるという形になりますので、プラスアルファ、監視員を追加して、屋外の部分に関し

ても監視体制を取るということで考えております。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  今、スクールバスなども運営されておりま

すので、それは当然、うちが継続することになりましたら継続してまいりますので、その

休館の間、そういうものも有効活用して、送客でしたり、いろいろなことに応用して使い

たいとも思います。 

○内山委員  障害者に対する採用をされていますよね。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  できましたら、障害者の雇用で一つの施設

として。実は、支援学校さんとか、千葉大の附属の特別支援学校さんは、毎年、宮野木の

ほうで実施をしていただいて、この間終わったのがあるのですけれども、それに伴って、

今度、こてはしであれば、またより近いと思いますので。 

 プールの監視などは、障害の程度によっては厳しい部分が出てくると思うのですが、私

も犢橋野球場の整備などに行きますので、横を通るのですが、とても敷地が広くて、周り

の木もきれいに手入れしてあげれば、プールとか、そういう部分でお手伝いいただけるの

ではないかとは思っております。 

 結構、色々なところ、今でも十何人の障害者の方、少し遠くへ通っていただいていると

いう方もおられますので、宮野木に今、お二人おられるのですが、雇用のところも。 

○内山委員  しばらく、１０か月くらい工事で休む。この間の利用者の対応も大変だと

思うのですけれども、その点はどういうふうに。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  プールや近隣の施設、宮野木、花島、あと

は同様である北谷津温水プールなど、そちらのほうをご案内して、そちらのほうをご利用

いただければと思うのですが。あとは、スクールに関してはどこまで可能かというところ

があるのですが、北谷津のほうでも一応やっておりますので。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  スクールのほうも受入れは十分できるかと

思いますので、その辺りは送迎をしながらしっかりバックアップしたいと思います。 

あとは、一般のご利用の方たちは、先程の質問にもつながりますけれど、私どもがやっ

ているプログラムに目新しいものもございますので、そういったものを色々体験していた

だいて、楽しんでいただきながら、次の再スタートしたときに、またそこで同じことも展

開できるようにやっていきたいと思いますし、やはり、色々な準備をその１０か月間で進

めて、新たなこてはし温水プールの再スタートということを実現したいような気がいたし

ます。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  あとは、今回のコロナの関係でそうなので

すが、お客様以外に、働いているスタッフの皆さんに関しても、一体であれば、他の施設

に行って、例えば花島に行って、研修も兼ねて働いていただくということも、重々、対応

が可能だと思っておりますので。その間、仕事がなくなってしまうというのは、一番よく

ないと思いますので。 

○横山部会長  小野寺委員。 

○小野寺委員  これを拝見して、監視体制。監視員が常時５人、繁忙期はプラス２人と

野外。この図が非常に分かりやすいので、このとおりにやっていただけるといいかなと思
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うのですが、少し違う話で、利用者数、今、新型コロナで落ち込んでいるのと、あとは改

修が入るからということですけれども、改修が終わるときれいになるから増える部分はあ

ると思うのですけれども、一旦コロナで減った利用者をどのようにして元に戻すのかとい

うところを、もう少し具体的に教えていただきたいのと、あとは、先ほどスクールバスと

おっしゃっていまいしたけれども、既存の指定管理者がバスを運行していて、そのルート

の見直しみたいなことを書いていますけれども、具体的な計画があれば教えていただけれ

ばと思います。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  まず、コロナに関してですが、午前中に申

し上げたように、安全・安心、衛生の部分です。今も、もちろんそうされているのですが、

その辺りを徹底します。 

 あとは、今回の改修計画がどのような形の内容でされるのかというのは正直、分からな

いのですが、このようなことを言うと申し訳ないのですが、今のこてはし温水プールの造

り方は死角が非常に多い。失礼なのですが、余計な植栽があったり、余計な建造物があっ

たりして、どうしても、運営側が監視態勢に入る側からは、少しこれは要らないのではな

いかという部分がたくさんありますので、ある程度、図面もできて、設計もされていると

思うのですが、その辺りをやはり見直して、目的となるのは、泳ぎにこられたりとか、歩

くのがメインで来られるわけですから、そこの見直しによって、今、制限をかけている人

数をある程度、増やしていければとは思っております。 

 スクールバスに関しては、これも「提案書」には書かせていただいているのですが、ほ

かの施設、こてはしに限らず、もっと交通の便の悪い施設はたくさんあると思います。午

前中に来ておりました清水の中田スポーツセンターはもっと遠いところなのですが、そこ

はスクールバスを回しているかといえば回していませんので。もちろん、バスを動かすこ

とによってご利用の人数がどこまで増えたのかどうか、そこもできればもう一度検証した

いと思っております。 

では、北谷津温水プールでスクールバスを回しているかと言えば、今、正直、回してい

なくてもご利用には来ていただいています。こちら側を回せば、こちら側の方も、アンケ

ートで、回してほしいと、そういう部分がありますので、運行の是非ももちろんそうなの

ですが、ただ、先程言われた、今あるものをこの１０月でなくしますというのはもちろん

なくて、やっていこうとは思っております。 

私が少し読み取れていないのかもしれないのですが、子どものスイミングスクールのと

ころのバスが回されているのかどうかと、あとバスと言いながら、マイクロの小さい９人

乗りか何かではないかと思っていたのですが、ご利用者が多いので中型バスなりを回して

いくべきではないかと思っていたのです。それであれば、逆に、近くであれば、例えば高

洲など、千葉公園は今後は分からないのですが、いろいろな施設がありますので、読ませ

ていただいて、ファミリーマートさんは少しトラブルがあったということはあるのですが、

そういう施設を発着場所にすれば、それに関してはそこからでも回していけるのかなと思

っております。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  利用人数の維持と１０か月余りのブランク

の後の利用人数の回復ということに関しましては、午前中も少しお話をしましたが、やは

り、工事を開始する前の事前告知を徹底したいと思うのです。それで、いつオープンする
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かということ。 

 それから、途中の間においてもホームページやチラシ、ＳＮＳなど、あとは地域の回覧

板や掲示板ですとか、その地域ならではの公共性のある情報の発信手法がございますので、

それをしっかり利用させていただいて、しっかり情報を届けたいと思うのです。こういう

ふうにきれいになりますよとか、今度再開するときにはこのようなプログラムが新しく加

わりますよとか、いろいろな新しい取組を知らない方たちのお手元に届けるという、そう

いうことを具体的に進めたいと思います。大体、新店をつくるときなども、我々はそのよ

うにしております。 

 それから、営業ということをもう少し徹底したいと思います。待ちの姿勢ではなくて、

こちらから情報をお届けにいくという。ではどこに届けに行くかと言ったら、やはり、い

ろいろな公共的な場所であったり、まずはそういうところが中心になるかと思いますけれ

ども、あまり、民間ぶっていくと変な弊害も出てくると思いますので、公共性の下に、し

っかりとした告知をもっともっと積極的に行って利用を活性化していきたい。コロナ後の

回復を図りたい。コロナだからこそ、運動が大事だ。テレワークだったりリモートだった

りで運動不足になっている。皆さん、数キロ太ったというような話が結構あると思うので

すが、そういったことのためにこそ、この施設は本当に活用されるべきで、使っていただ

きたいということを世に、地域に、しっかりＰＲしたいと思います。そこを具体的にやり

たいと思います。 

○横山部会長  よろしいでしょうか。 

 では、私から何点か質問させていただきます。 

 先ほど冒頭のご説明で、当該施設において取り組むべき課題が幾つかあるという、そん

なお話をされたかと思います。その取り組むべき課題をどのように把握されているのか。

更に、対応策として、どのようなことをお考えになっているのかを教えていただきたいで

す。先ほどご説明のありました、利用者数の減少については結構ですので、それ以外のも

ので教えてください。 

 更に、ご説明で、一体管理による合理化というお話があったかと思いますけれども、具

体的なイメージとか、どういうところに出るのか。特にユーザーにとって、どんなメリッ

トがあるのかというところを教えていただきたいのと、更に、もう１点。非常に意地悪な

ことを申し上げて、申し訳ないのですけれども、先の件で残念ながら落選して、こちらの

件で申請が通った場合、逆転した場合というのは想定されているのか。そのときにどうい

う対応を考えておられるのか。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  その質問は、私は想定しておりました。絶

対、聞かれるなという。 

○横山部会長  課題と、一体管理の合理化。逆転現象が生じたときの対応。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  原案となる部分に、施設面に関しては少し、

先程申し上げたとおり、今、どういうような改修工事を計画されているのか、その辺りが

よく見えない部分がありますので、施設部分のそういうものに関しては抜きとさせていた

だいて、もちろん、先程からご質問がありますスクールバスの件は、これの前のご説明に

あるとおり、本当に必要なのかという辺りから見直しをかけさせていただいたらどうなの

かと思います。やめる、やめないというのはそこで検証させていただき、必要であれば、
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もちろん私どもの会社でもスクールバスを、今まで担当したスポーツクラブで、私もスク

ールバスの担当でずっとやっておりましたので、運行は全然可能なところですので、それ

であれば、先ほど言ったように、もう少し大きなバスではないのかなというのは一つ、今、

疑問だったのです。それほど声が大きいのであれば、そうではないか。 

あとは、ほかの施設でそういう声が出てきておらず、問題なくやっているのに、あえて

こてはしでなぜスクールバスが必要なのかという少し疑問点がございます。それは、実際

にやらせていただいた中で、お客様の声なり、実際の運行を見て、検討ができればと思っ

ております。 

それで、やはり駐車場が、ご利用者の方ですね、夏の間はこてはしへ行かないのだとい

うお客様が結構、こちらの屋外プールにも来ていただいておりますので、あとは、トレー

ニング室で両方使っているというお客様の声を聞きます。駐車場の問題が、ほかの施設も

やはり同様にあると思うのですが、こてはしはあれだけ大きな駐車場を持っておきながら、

高洲などはあれほど少しの駐車場の中で、あれだけの利用人数で、それでは、そういうト

ラブルを聞くかと。隣のシルバー人材センターさんと取り合いとか、そういったトラブル

はあるということは伺っているのですが。ですから、駐車場の問題が何かうまくできない

のかという。これはこてはしに限らず他の、それも大きなことなので、市町村へ行くと今

は、タイムズなり、そういう管理でやられているところがあるので、これは千葉市さんと

して、その辺りのお考えがもしあるのであれば。こてはしなどはよろしいのではないかと

思うのですが、そういう外部委託を掛けて、完全にそういうタイムズさんなり、そういう

形でやっていくのがいいのではないかと思っております。 

あとは、外構の管理運営、そういうところに関しては、逆に、こちらはそういうベテラ

ンのスタッフがうちは幾らでもおりますので、一体化をする中で、いろいろなスタッフが

総出で対応が可能だとは考えております。 

あとは、スケールメリットのところで、効率化というのは、やはりスタッフの行き交い

が、今もそうなのですが、ここのスタッフで、こういう能力を持っていたら、では、みん

なで野球場の整備を盛り込もうとか、ここをみんなで植栽とかそういうものを張り込みに

行こうと。今、そういう形で動いておりますので、その部分でできていく。人的なところ

なのですが。 

もちろん、プールの監視員なり、指導者であっても、今いるこの千葉スポーツ施設の中

で、こう見えても私は監視もできますし、そういうのもできますので、色々な目で、色々

なそこの実情なり、問題点なりを見ることができるので、全体でこてはしを盛り上げて、

もちろん、ほかのところも含めてそうなのですが。あとは、広報であったりとか、お客様

に対するパンフレットなり、そうした広報活動は一括で行います。 

自主事業に関しても、今度は、お客様が場所によって選べると思うのです。北谷津でス

イミングスクールをやっている、こてはしでもやっている、夏であれば高洲でもやってい

るということで、選べる窓口が広がってくると思いますので、それは一体でやるスケール

メリットだと思っております。こてはし一つだけで考えると、やはり、その先を一歩、で

はどうやって踏み出していくのかというのは今後、可能になってくると思います。 

最後の難しい質問なのですが、もちろん、お請けはするのですが、やはり、今までご説

明をした一体をもってのスケールメリットというのは、これができないと思います。です
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から、そうなると、今まで止まりなのかなというのが。やはり、どれだけ大きな会社であ

っても、総合力をもってやりますと言いましても、やはり身近にいて、本当にすぐに手を

差し伸べるなり、昨日も何かがありましたらすぐに行って手伝うということも可能なので

すけれども、それが可能かと言ったら、うちはこれだけ大きな会社だからこれだけバック

アップできる。では、実際にどうなのだと。現場の意見になってしまうのですが。 

例えば、こてはしを単独で取ったら、もしかしたら今と同じような形になってしまうの

かなというのが。 

○横山部会長  現管理者ということですか。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  そうです。コナミさんにしろ、オオクサさ

んにしろ、それは先ほど申し上げたように、よくやられているというのは本当に偉そうな

言い方なのですが。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（赤星）  少し限界があるような気がいたします。ス

ケールメリットを生かしてこそ、あれは、より良くなるのではないかという見立てです。 

○横山部会長  撤退はしないということでよろしいでしょうか。 

○文化振興課職員  ヒアリング終了時間です。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社（越川）  すみません。少し、苦しいですが。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

では、これで時間となりましたので、ヒアリングを終了します。 

どうもありがとうございました。 

〔スポーツクラブＮＡＳ株式会社 退室〕 

○横山部会長  それでは、委員の皆様は今のヒアリングを踏まえて、採点をお願いしま

す。 

［採点］ 

○横山部会長  それでは、次に申請者、コナミスポーツ・イオンディライトグループに

ついて審査を行います。 

まず、事務局であらかじめ採点した一部審査項目について、ご説明をお願いいたします。 

○山﨑スポーツ振興課長  それでは、「コナミスポーツ・イオンディライトグループ」の

採点結果についてご報告させていただきます。 

お手元にお配りした資料４－４「採点表」をお願いします。 

「採点表」、大項目「２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること」の「（１）同種

の施設の管理実績」でございますが、５点と採点してございます。「構成するすべての事業

者において、同規模（プール・トレーニング室・諸室を含む）の複合施設の管理実績」が

あることを「提案書」で確認してございます。 

次に、大項目「５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること」、「（２）管理

経費（指定管理料）」でございますが、１７点と採点しております。基準額に対する削減率

から加算点を５点とし、基礎点の１２点と合計し算出しております。 

次に、大項目「６ その他市長が定める基準」、「（１）市内産業の振興」でございます

が、２点と採点しております。こちらにつきましては、代表企業・構成員共に準市内業者

であることを「申請書類」で確認しております。 

 次に、「（３）市内雇用への配慮」でございますが、３点と採点しております。施設従事
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者の市内在住率が６５名中５３名でその割合は８１．５％であることを「提案書」で確認

しております。 

 次に、「（４）障害者雇用の確保」でございますが、１点と採点してございます。法定雇

用率については、１社が達成、１社が未達成でございまして、点数の按分により加点は０

点となりますが、新規雇用の予定があることを「提案書」で確認しておりますので、１点

となります。 

「コナミスポーツ・イオンディライトグループ」の提案内容審査（第２次審査）の一部

審査項目の採点結果についての報告は以上でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

ただいまの説明について、何かご質問はございますか。 

（なし） 

○横山部会長  では、コナミスポーツ・イオンディライトグループのヒアリングを行い

たいと思いますが、先程と同様に、「採点表」の２の「（２）団体の経営及び財務状況」に

ついて、公認会計士である小野寺委員より、計算書類等を基にご説明いただきたいと思い

ます。 

○小野寺委員  午前中にお配りした追加の資料をご覧ください。横型のコナミスポーツ

と書いてあるものでございます。 

（※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（法人情報）が含まれているため、表示していません。） 

○横山部会長  それでは、これからコナミスポーツ・イオンディライトグループのヒア

リングを行います。 

 コナミスポーツ・イオンディライトグループをこちらへご案内してください。 

〔コナミスポーツ・イオンディライトグループ 入室〕 

○横山部会長  それでは、これからヒアリングを行います。 

 １０分間で、本日の出席者の紹介と提案内容を、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

ようお願いいたします。１分前に予告されますので、時間配分に気をつけてください。 

座ったままで結構です。 

それでは、ご説明よろしくお願いします。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（北洞）  それでは、皆様、こんにちは。コナミスポ

ーツ・イオンディライトグループでございます。 

 本日はこのような貴重な場をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日の当グループからの出席者は、本施設の総括責任者であります、角ヶ谷、コナミス

ポーツの営業部門責任者の私、北洞、マネージャーの浅井、担当の清藤、イオンディライ

トより営業部門の担当課長の石田、以上の５名でございます。 

 私たちは、現指定期間の経験を生かしまして、現状を再検証した上で、いいところはし

っかりと継続し、課題についてはしっかり改善する事業計画を作成しました。 

 それでは、説明は、コナミスポーツの清藤よりさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 
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○株式会社コナミスポーツクラブ（清藤）  それでは、よろしくお願いいたします。 

 まず、ピンク色のファイルの事業計画書ですが、こちらは、千葉市の花、大賀ハスをイ

メージしており、千葉市に寄り添った私たちの思いを込めております。 

 本日は、事業計画書の中から特にお伝えしたいことを抜粋し、ご説明いたします。 

 まず、１ページの一番下をご覧ください。 

 今回、老朽化が進む本施設の維持管理体制を強化すべく、千葉市を代表するイオングル

ープの一員であり、ビルメンテナンス業界最大手のイオンディライトと共同事業体を組成

いたしました。既に代表企業との組成経験もあり、安定した市民サービスの提供が可能で

す。 

 続いて、２ページをご覧ください。 

 私たちは、次期指定期間の理念を、「『再編』と『発展』、～市民が主役のスポーツ拠点づ

くり～」としました。また、これに基づく基本方針は、「１ 市民が元気でいきいき躍動す

る施設づくり」、「２ 蓄積されたノウハウに基づく安心・安全な施設づくり」、「３ 地域

に密着した施設づくり」といたしました。 

 次期指定期間は、休館に伴う取組みや新型コロナウイルスへの対策、また、新たに千葉

市水泳協会を面談しましたが、より地域に密着した運営が重要と考えております。 

 さらに、これよりご説明する各種取組みにより、施設利用者数は年間３３万人、教室開

催数は１８教室と目標を設定し、本施設のビジョン、ミッションも達成してまいります。 

 次に、１３ページ、プール監視体制です。 

 現指定期間も事故のない万全な体制ですが、右側の表にあるとおり、時給の引上げによ

る人員確保や、監視カメラと鏡を設置するなど、更なる安心・安全な施設づくりに取り組

みます。 

 次に、２１ページをご覧ください。 

 右上の図に記載がありますが、私たちが運営することで、利用者や関係団体との絆が更

に強固になります。また、新型コロナウイルス対策や休館を控えた本施設において、安全、

サービスレベルを落とすことなく、更に発展させることが可能です。さらに、次期指定期

間は、構成企業がイオンディライトに変更になり、業界最大手のノウハウに加え、現事業

者からの引継ぎを確実に行い、万全な業務移行体制を構築します。 

続いて、３５ページ、施設利用者への支援計画です。 

無料巡回バスは、今まで以上に利便性を向上させます。現指定期間では、以前走行して

いたルートを変更し、乗車人数を３倍以上に増やすことができました。次期指定期間は、

右上の表にありますが、夏休み期間の土日運行、稲毛駅ルートは停留場の増設や、近隣団

地を回るルートへの変更を実施します。また、そのほかにも、ページの下段に記載してお

ります、数多くの新しい取組みで、利用者支援を行います。 

次に、３６、３７ページをご覧ください。 

私たちは、本施設と全国の豊富な経験を生かし、多種多様な利用促進策を展開します。

３６ページ中央にあるとおり、県内を含め、毎週約３００万部のフリーペーパーを配布す

る地域新聞社による折り込みチラシの強化や、ページ下段の研修室、多目的ホールの稼働

率についても、プロジェクターの無料貸出や宿題やっつけたいむなど、ご覧のような取組

みで、課題解決に向けた利用促進策を展開いたします。 
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さらに右側、３７ページ、きっかけづくりでは、キッチンカーの導入やトップアスリー

トイベントの実施、再来館、定着化では、ジェフ千葉、千葉ロッテマリーンズの応援ブー

スの設置や、水泳記録会などを実施いたします。また、次期指定期間の重要事項である、

リニューアルオープン前後の取組みでは、休館中に実施するノルディックウォーキング教

室やリニューアルオープンイベントなどを実施し、利用者数増加に取り組みます。 

続いて、４４ページ、自主事業です。 

 現指定期間の教室数は市の示す目標である８教室を上回る１５教室を開催し、特に人気

のバドミントン教室は増設も行いました。また、中央に記載がございますとおり、子ども

水泳教室は代表企業オリジナル進級システムのため、私たちが継続することで、質の低下

を招くことなく、また、一日も空けることなく、確実に継続ができます。 

続きまして、４７ページの収入見込みをご覧ください。 

 今回の指定管理料の算定に当たっては、初年度の１０月から２年目の７月までの全館休

館を反映することとなっております。私たちは、収入、支出それぞれについて、月単位の

実績に基づいて積算しました。中央下の緑色の表にもあるとおり、利用料金収入の割合は

上期だけで全体の７４％であり、下期が休館となる初年度は、単純に年間収入額の半分と

するのではなく、月ごとに適切に積算しております。 

次の４８ページ、休館開けである２年目の利用料金収入は、全国の類似施設や近隣競合

施設を踏まえ、居室ごと、月ごとに実績の８０％から９５％と細かく試算しています。 

次に、４９ページの支出見込みをご覧ください。 

 下段の表の下から二つ目の光熱水費について、水道代は滅菌装置変更などにより増加傾

向であること、利用者数増加などに伴う増加分を確実に見込んでいます。その上で、節水

コマの設置により、使用量を抑える計画としています。 

次の５０ページ上部の保安警備委託費をご覧ください。 

前回公募時、私たちは施設調査を重ねましたが、それでも実態を十分に把握することが

難しかった部分もありました。そのため、本計画はこの４年半の運営状況を踏まえ、確実

な積算を行いました。現指定管理者として、本施設の実態を経験してきたからこその、妥

当性の高い計画としております。 

それでは、最後になりますが、総括責任者の角ヶ谷より、次期指定期間に向けた意気込

みをお話しさせていただきます。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（角ヶ谷）  総括責任者の角ヶ谷と申します。 

弊社が指定管理に指定されてから地域住民の皆様と触れ合う中で、強い絆で結ばれてき

たと感じております。 

また、現在のコロナ禍におきましても、いち早く、独自の感染拡大防止対策を提唱いた

しまして、運営再開後には多くの方から高い評価をいただいております。 

○文化振興課職員  終了時間です。説明を終了してください。 

○横山部会長  何か一言、ございますか。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（角ヶ谷）  これからも市民の皆様の期待に応えられ

るよう、全力で取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。 

○横山部会長  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、お願いいたします。 
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 私からいきましょうか。先ほどご説明で、冒頭で、良いところと改善点というお話があ

ったかと思うのですが、改善点について少しお尋ねしたいのです。 

 前年度が赤字だということで、新たにイオンディライトさんと一緒に組んでという経緯

があると思いますが、それ以外の部分で何か、運営上の改善点がございましたら教えてく

ださい。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  現指定期間中には、監視員の配置の部分と、

衛生面の部分は、市民アンケートからもお声をいただいた部分であります。それは既に解

消に向かって完了しているのですけれども、監視員の配置に関しては、夏季で９名、そち

らに休憩を１名プラスした計１０名ということで監視体制をきちんと定めて運用するとい

う形で改善を行っております。 

 次期指定期間に向けては、職員の研修強化ですとか、時給単価のアップですとか、あと

は求人の強化、そして、補助的な役割にはなりますけれども、死角防止の鏡ですとか、監

視カメラを設置するというような対策を行っていきたいと思っております。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（北洞）  補足ですけれども、ホールと研修室の稼働

率が課題にありましたので、そこについても数多くの施策を計画しております。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 続けてお伺いいたしますが、１０ページと４３ページに関連するのですけれども、御社

の代表企業、コナミさんですけれども、次期、船橋運動公園の指定管理者に決定されてい

るということでよろしいでしょうか。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  はい。そのとおりです。 

○横山部会長  一方で、４３ページなどでは、当該施設の利用者減の要因としても挙げ

られているわけですよね。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  はい。 

○横山部会長  その辺り、両施設の管理者となった場合、二律背反的なところがあるの

かもしれませんけれども、どう調整を図るのでしょうか。１０ページではバックアップを

するというようなふうに書いてありますけれども、うまく運営していく、運営の仕方をど

ういうふうにお考えなのかを少し教えてください。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  その点に関しては、我々は、船橋運動公園

のほうでは、代表企業の方が別にいらっしゃって、グループとして運営していく予定であ

りますけれども、もちろん、チーム内で連携を図って。１番は、施設の広報連携というと

ころを強化していきたいと思っていることと、あとは、我々の持っているサービス、教室

部分やいろいろな販売系のサービス、両方のいいところを取って底上げしていきたいとい

うことで、あくまで、そのパイの食い合いをしようということは一切考えておりませんの

で、そのように捉えていただければと思います。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（北洞）  お互いの、千葉市の施設であれば千葉市民

の方、船橋の施設であれば船橋市民の方に使っていただくというのが第一義ですので、し

っかりとその利用の促進などは、その地域の方に使っていただく。 

 ただ、一方では、運営のコスト面、管理面においては、共通化できること、効率化でき

ることというのはあると思いますので、そういった運営面、管理面と効率、違う形で便宜

を図っていきたいと考えております。 
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○横山部会長  すみません。先ほどの質問の少し繰り返しになってしまうのですけれど

も、課題の一つとして、水質の面があったかと思いますけれども、これは別に施設の問題

かもしれませんけれども、運営上、何か工夫できる点は何かあるのでしょうか。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  それでは、その点は、責任者の角ヶ谷のほ

うから発言させていただきたいと思います。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（角ヶ谷）  薬品を２種類使っておりまして、常時投

入する次亜塩素ともう一つ別の薬品を使いまして、透明度の確保、水質管理を行っており

ます。 

○横山部会長  白濁が問題になっていたようですけれども、それは改善されそうなので

しょうか。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（角ヶ谷）  あれは水質というよりも、休館日明けで、

ろ過器からの気泡が入っての白濁でございましたので、特に水質に問題はございませんで

した。 

○横山部会長  分かりました。 

 そういう問題がないということも、ユーザーに説明していただけますと、余計なクレー

ムが来ないと思いますので、周知徹底をお願いいたします。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  承知しました。 

○横山部会長  ほかに質問はございますか。 

 谷藤委員。 

○谷藤委員  ２１ページのところで、グラフですが、非常にぶわっと行くという感じで

いいなと思ったのですけれども、ここのところには実は具体的なところがあまり書いてい

なくて、この更なるレベルアップというのは何だろうと思いまして。 

先程後ろの説明でたくさん出てきたのですけれども、逆にまた分からなくなってしまっ

て、ここのポイントは、一つとは言わないので、二つに絞ってお伺いしたいというのが一

つと、もう一つは、５年間かけてレベルアップしましたと。最初からできなかったのは把

握できなかったのでという話が説明の中であったのですが、この後、社会の状況や利用者

の人達はどんどん変わっていくので、また５年かかると困るので、どのように把握して、

それをどのように変える予定であるのかという、その二つを、両方の矢印ですよね、お願

いします。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  承知いたしました。まず、更なるレベルア

ップに関しては、運営してみて分かったところとしては、まず、新しくバスの巡回を始め

まして、今、徐々に利用者が伸びて２千人くらいになっております。 

 今、三本を運行しているのですけれども、次期指定期間に向けては、その１本を見直し

をすることによって、恐らくは３千名、４千名というところが次に見えてくるところかと

思いますので、それを走らせてみて有効な地域というところが見えてきたというところで

ございます。 

 もう１点に関しては、教室の部分でございます。今、教室を増やしていて、研修室の利

用者というところも徐々に伸ばしていっているところなのですけれども、やはりそこは利

用者様のニーズというところが分かってきましたので、次期指定期間においては、事業計

画書でいいますと４６ページのほうに書かせていただいておりますけれども、こちらの共
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通の太極拳から下の部分、トレーニング室指導を除く太極拳から下の部分は新たに入れた

いというふうに考えている教室でございますので、こちらの授業の充実というところが更

なるレベルアップに相当するかというふうに思っております。 

 そして、今回見えていなかった部分で、どう改善していくかというところに関しては、

収支のところにも紐付いてはくるのですけれども、監視員体制のところはかなり費用の部

分も見誤っていたというところで、今回、予算化させていただいておるのですけれども、

やはり、前回の公募時は、監視委員体制も何名から何名という幅でいただいていて、実際

に運営してみると思ったよりかかるぞというところで、採算はまずは置いておいて、現場

に即した形で配置をしていたところ、やはりかなりのボリュームになったということで、

次期指定期間をしっかりと改善していくというふうに考えております。 

○横山部会長  ほかに質問はございませんでしょうか。 

 小野寺委員。 

○小野寺委員  今回、施設の管理のほうをイオンディライトさんにお願いして共同でや

るということですけれども、合理化される部分はあると思いますけれども、それ以外でこ

こはこういうふうに変わる、ここはこういうメリットがあるというのがありましたら、具

体的に少し教えていただけますでしょうか。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  詳しくは、イオンディライトの石田からお

伝えしたいと思いますけれども、やはり大きく変わるところは、専門性の部分で、今組ん

でいただいている企業様は大きな会社様なのですけれども、やはり少し公共事業のご経験

というところがあまりない状態で我々と組ませていただいたということで、今回、清掃の

部分であったり、共同事業体内の統制であったりというところ、あとはレジャープールと

いう特性に対する業務というところが専門性に欠けるところがあったのですけれども、今

回、イオンディライトさんに代わるということで、イオンディライトさんは弊社の直営店

の維持管理も多数行っております。そして、また、スケールメリットという部分でも、い

ろいろな調達部分のスケールメリットも生かして、コストパフォーマンスもよいというこ

とで、今回はトータルの収支額も合ってきたという部分がございます。 

 もし、補足等ございましたらお願いします。 

○イオンディライト株式会社（石田）  今、私が話そうとしたことをすべて話されてし

まったので、少しかぶってしまうかもしれないのですけれども、弊社、約４０年にわたり、

不特定多数の商業施設、様々なお客様の出入りされるところの建物を維持管理させていた

だいておりますので、こてはし温水プール様にも同じような施設管理のほうの維持管理を

提供できると思っております。 

○横山部会長  内山委員。 

○内山委員  来年、１０か月か１１か月、休館されますその間は、新規利用者の獲得チ

ャンスと言われていますけれども、それは、例えばどういうふうにして新規利用者を獲得

するのでしょうか。 

 それから、休館中には近所の公民館や運動施設にご案内するというようなことを言われ

ていますけれども、その人たちは例えばバスで送迎するのか、自分で行っていただくのか、

そういうところはどうなっているのか。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  今、新規利用者の獲得というところでは、
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今内山委員がおっしゃったように、公民館への出張指導というところは指導員が余ってき

ますので、そちらに出向いて指導をして、休館が明けたら施設のほうで実施していただく

ということで、バスの案内ももちろん、させていただこうかと思っております。 

 そして、休館中のアクションとしては、広報面でも新しくリニューアルオープンという

ところを大々的に打ち出していきたいというふうに思っておりまして、収支計画書上のリ

ニューアルオープン年の２年目に関しては、広報費を通常年の倍の２００万円以上を計上

しておりますので、こちら、今回、株式会社地域新聞社様というところと連携して、プレ

ゼンでもお伝えしましたけれども、３００万部以上のフリーペーパーを扱っている会社様

と連携して、そちらに情報を差し込むことによって、今まで来なかったお客様が２年目に

かなり伸びてくるだろうというふうに考えております。 

○内山委員  要するに、広報みたいなものでご案内するということですね。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  はい。そのとおりです。 

○内山委員  人の媒体のほうも効きますよ。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  人のほうでございますね。 

○内山委員  口伝えで、ああ、いいの、と何回もやってもらったほうが。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  はい。ありがとうございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ほかにご質問はございませんでしょうか。 

 私からまた少し、再び質問をさせてください。 

 先程、お話があったかもしれませんが、休館中の利用者の支援はどういうふうに考えて

いるかということと、休館明けに一度離れた利用者を呼び戻すための具体的な方策につい

て、どのようなことをお考えなのか、教えてください。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  リニューアルオープン前後の利用促進策と

しては、３７ページ下段に書かせていただいておりますけれども、まず、休館中にお休み

いただいている方の運動の継続という意味では、施設の外を使ったノルディックウォーキ

ング教室というところですとか、あとは、ホームページ上に、既にコロナ対策の一環でも

あるのですけれども、自宅でできるエクササイズ動画というものを既に１００本以上、掲

載しております。ですから、バラエティーに富んでおりますので、老若男女様々な方にご

利用いただけるかなというふうに思っております。 

 また、他の施設での取組みでもあるのですけれども、施設休館中にこういった研修をし

ましたとか、備品を整理整頓、清掃しましたという施設内での活動というものをホームペ

ージ上に掲載して、職員の方が動いているのだなということをお伝えしていきたいという

ふうに思っております。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（北洞）  あとは、弊社の直営施設が千葉市内、近隣

の船橋にも多数ありますので、そういったところとうまく連携をしながら、なるべく、運

動の中断をされないような工夫というのは、会社としてできるかと考えております。 

○横山部会長  プールですので、泳ぐことが運動の主体だと思うのです。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  なかなか、プールというのはいろいろなと

ころにあるわけではないので、せっかくある資源をうまく使ってやりたいと思います。 

○横山部会長  他施設の案内とか、そういうことは。 
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○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  市内の他施設。もちろん、そうでございま

す。それも、しっかりとやらせていただきます。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（北洞）  ぜひ、やらせていただきます。 

○横山部会長  あとは、１回離れた人を呼び戻すというのは結構大変だったりするので

すけれども、この辺りはどうお考えでしょうか。 

○株式会社コナミスポーツクラブ（浅井）  今回は、定期券というサービスがあるので

ございますが、初回にすぐに戻ってきていただいた方には、その辺りの２０％割引で回収

できますというようなことも周知させていただいて、まずはそこで来ていただきたいとい

うふうに考えておりますし、あとは、再来館というところで３７ページに書かせていただ

いておりますけれども、新しく施設のサービスということでスライダーに１０回滑ってい

ただいたら無料になりますとか、教室を増やすですとか、親子で閑散期に来館していただ

いたらアイスを配布するというような、現状に鑑みた細かい施策もたくさん積み上げてお

りますので、ぜひ、その辺りも周知の中に入れていきたいと思っております。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ほかに質問はございませんでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  では、これでヒアリングを終了します。 

どうもありがとうございました。 

〔コナミスポーツ・イオンディライトグループ 退室〕 

○横山部会長  それでは、委員の皆様は今のヒアリングを踏まえて、採点をお願いしま

す。 

また、全申請者からのヒアリングがすべて終了いたしましたので、これまでつけていた

だきました「採点表」についてもご確認いただき、点数を確定していただきますようお願

いいたします。 

採点が終わりましたら、「採点表」を事務局職員に渡してください。 

採点が終わった方から休憩としてください。 

［採点・休憩］ 

○横山部会長  では、議事を再開します。 

事務局から、集計結果の報告をお願いします。 

○小名木文化振興課長  それでは、集計結果をご報告させていただきます。 

 お手元にお配りさせていただきました「集計表」をご覧願います。 

 「集計表」の一番下の合計欄右端が総得点となります。 

 まず、スポーツクラブＮＡＳ株式会社ですが、総得点が９８．７５点でございます。 

 次に、コナミスポーツ・イオンディライトグループですが、総得点が１０１．５０点で

ございます。 

 なお、０点がついた項目はございません。 

 また、総得点の差が１％以内に当たらず、各委員さんで「Ｄ」、「Ｅ」の評価がないこと

を確認いたしました。 

 以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 
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 ただいま事務局よりご報告いただきましたとおり、千葉市こてはし温水プールの指定管

理予定候補者とすべき者の第１順位は「コナミスポーツ・イオンディライトグループ」、第

２順位は「スポーツクラブＮＡＳ株式会社」とすることでよろしいでしょうか。 

〔異議なし〕 

○横山部会長  次に、選定理由として、第一順位のコナミスポーツ・イオンディライト

グループの提案内容において優れている点や工夫が見られる点、同者に対する意見など、

具体的なご意見をいただきたいと思います。 

 谷藤委員、いかがでしょうか。 

○谷藤委員  何年かにわたり運営したということで、その中で出てきた課題、質問した

ところですけれども、特に教室とか、その辺りに関しては対応していただいているので、

それをより早いサイクルでやっていただけるといいなと思います。 

○横山部会長  私も同じく、改善提案が問題意識をもった上で、改善提案がなされてい

るということを評価したいと思っております。 

 今、おっしゃったのは、なるべく早くという、速やかに改善されたいというご意見です

ね。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 小野寺委員、いかがでしょうか。 

○小野寺委員  同じような感想ですけれども、施設利用者への支援計画で示されてある、

細かいことですけれども、いろいろ彼らの気がついたことがたくさん列挙されていて、こ

れらを効果的に実施していくことで、利用者の利便性の向上とかにつながるものと思いま

すので、そこを評価したいですし、それから、実施の事業については、もともとコンテン

ツをお持ちの会社なので、利用者に不都合のないように、無理のないように継続してやる

とともに、新しい自主事業も積極的に、この計画にのっとって実施していただきたいと思

いました。 

○横山部会長  内山委員、いかがですか。 

○内山委員  皆さんの言われたとおりですが、着眼は大体同じかなと思うのですけれど

も、取組み、今まで約５年近くやられて、足らないところはどうなっているのか、３５ペ

ージの、皆さんが言うとおり、たくさん支援策を書いてありますけれども、これだけまた

どんどんいろいろなことをやって、利用者を増やすという意欲かと思い、こういうところ

がいいかと思っています。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 何か附帯意見はございますでしょうか。 

 小野寺委員。 

○小野寺委員  そうはいっても、メインの指定管理者候補がコナミ、本業のほうが厳し

い経営環境、厳しい状況にさらされていることに変わりはありませんので、私としては、

しっかりと指定業者と連携を密に取って、経営状態に問題がないかというチェックをして

いただきたいと思います。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ほかにありますでしょうか。 
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 私から１点。施設の休業期間中、あと休業の前後を含めて、利用者のフォローに努めて

いただきたいということです。特に、リニューアル後に利用者数を速やかに回復できるよ

うにご準備いただきたいと。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  それでは、選定理由としまして、皆様のご意見や「採点表」を確認しま

すと、まず、総得点が最も高いものであったという点。次に、利用者への利便性の向上が

図られているという点、前指定期間で浮上した課題に改善提案がされているという点など

が挙げられました。 

さらに、附帯意見としまして、コロナの影響、市は、業者と連携を密に取っていただい

て、財務の状況を常に把握していただきたいというご意見がありました。さらに、施設の

休業の前後、利用者に対するフォローをしていただきたいというご意見が皆様から出まし

た。 

これらを踏まえて、私と事務局と調整して意見をまとめていくということでご一任をい

ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございます。 

それでは、千葉市こてはし温水プールの指定管理予定候補者とすべき者を「コナミスポ

ーツ・イオンディライトグループ」といたします。 

 ありがとうございました。 

以上で、議題３の「千葉市こてはし温水プール指定管理予定候補者の選定について」の

審議を終了します。 

 次に、議題４の「今後の予定について」、事務局より説明をお願いします。 

○小名木文化振興課長  それでは、今後の予定についてご説明させていただきます。 

資料５をご覧願います。 

本日の部会及び次週１０月２０日の部会の報告につきましては、横山部会長から選定評

価委員会の横山会長にご提出いただき、その後、会長から市長宛てに選定評価委員会とし

ての答申をしていただきます。 

この選定評価委員会の答申を受けまして、市は指定管理予定候補者を最終的に決定する

こととなります。 

その後、すべての申請者へ選定結果を通知し、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議案を提

出し、議決をいただきました後、「基本協定書」を締結し、令和３年４月から新たな指定期

間における指定管理開始となるものでございます。 

以上でございます。 

○横山部会長  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） 

○横山部会長  確認ですけれども、次回の資料は送っていただいているのでしょうか。 

○文化振興課職員  次回の資料は明日、送らせていただく予定です。 



 

―４７― 

○横山部会長  今日、送るということで、明日か明後日かに到着ということですね。分

かりました。非常にタイトなスケジュールで対応しなければいけないですね。 

ほかにご質問はよろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  それでは、次に、議題５の「その他」について、事務局から説明をお願

いします。 

○小名木文化振興課長  その他でございます。議事録についてご説明させていただきま

す。 

本日の会議の議事録につきましては、後日、委員の皆様にご確認をお願いいたしたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○横山部会長  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、ご意見はございますか。 

（なし） 

○横山部会長  最後に、全体を通して、委員の皆様からほかにご質問・ご意見等はござ

いますか。 

（なし） 

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

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。 

○小名木文化振興課長  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回スポーツ

部会を閉会いたします。 

次回は来週の１０月２０日火曜日、午前９時５０分より、本日と同じこちら、千葉市議

会棟３階第２委員会室におきまして、ポートアリーナ、大宮スポーツ広場、宮崎スポーツ

広場に関し、ご審議をお願いいたします。 

委員の皆様、本日は、お忙しい中、ありがとうございました。 


