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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４回スポーツ部会議事録 

 

１ 日時：令和２年１０月２０日（火） ９：５０～１４：５０ 

 

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、 

小川 直哉委員、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、村上主任主事 

 

４ 議題： 

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

（２）管理運営の基準等及び提案について  

ア 千葉ポートアリーナ 

イ 千葉市大宮スポーツ広場  

ウ 千葉市宮崎スポーツ広場  

（３）今後の予定について  

（４）その他 

 

５ 議事概要： 

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

形式的要件審査（第１次審査）及び提案内容審査（第２次審査）の概要及び審査の

流れについて、事務局より説明した。 

（２）管理運営の基準等及び提案について 

ア 千葉ポートアリーナ 

千葉ポートアリーナの管理運営の基準等について施設所管課から説明の後、申請

者のヒアリングを実施し、意見交換を経て、「公益財団法人千葉市スポーツ協会」

は千葉ポートアリーナの管理を適切かつ確実に行うことができるものと認められ

た。 

イ 千葉市大宮スポーツ広場  

千葉市大宮スポーツ広場の管理運営の基準等について施設所管課から説明の後、

申請者のヒアリングを実施し、意見交換を経て、「千葉市大宮スポーツ広場管理運営

委員会」は千葉市大宮スポーツ広場の管理を適切かつ確実に行うことができるもの

と認められた。  
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ウ 千葉市宮崎スポーツ広場  

千葉市宮崎スポーツ広場の管理運営の基準等について施設所管課から説明の後、

申請者のヒアリングを実施し、意見交換を経て、「千葉市宮崎スポーツ広場管理運営

委員会」は千葉市宮崎スポーツ広場の管理を適切かつ確実に行うことができるもの

と認められた。  

（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、定刻となりましたので、ただいまより令和２年度

千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第４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、文化振興課の吉野でございます。よろし

くお願いいたします。 

 まず、本日の会議でございますが、「千葉市情報公開条例第７条第３号及び千葉市市民局

指定管理者選定評価委員会の会議の公開及び議事録等の作成について」に定める非公開事

項に該当するため、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、換気いたしております。皆様におかれましては、出入口に消毒液を設置して

おりますので、手指の消毒にご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 また、職員はマスクを着用しておりますので、ご承知おきのほどよろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、委員の皆様のご紹介でございます。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、水色のファイルの中の資料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、事務局職員の紹介に移ります。 

 生活文化スポーツ部長の那須でございます。 

 文化振興課長の小名木でございます。 

 続きまして、千葉ポートアリーナ、千葉市大宮スポーツ広場、千葉市宮崎スポーツ広場

を所管します、スポーツ振興課長の山﨑でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

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

す。 

○那須生活文化スポーツ部長  皆様、改めまして、おはようございます。 

 本日は大変お忙しい中、また、先週に引き続きまして、千葉市市民局指定管理者選定評

価委員会第４回スポーツ部会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 また、市政各般にわたりまして、日頃からご支援、ご協力賜っておりますことをこの場
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をお借りいたしまして、御礼申し上げます。 

 今日ですけれども、本会議の審議対象施設のうち、非公募の千葉ポートアリーナ、そし

て千葉市大宮スポーツ広場、千葉市宮崎スポーツ広場の指定管理予定候補者の選定となり

ます。申請者から提出されました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る第２次審査を行っていた

だくことになります。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が、施設

の管理運営をより適切、適正に行うために委員の皆様方には豊富なご経験と高いご見識か

ら、引き続きご意見を賜りたいと思っております。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○吉野文化振興課長補佐  それでは、議事に入ります前に、資料を確認させていただき

たいと存じます。 

 まず、水色のフラットファイルをお開きいただきまして、中に「次第」、それから、「席

次表」、「会議資料一覧」、「審査表」が入ってございます。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」をそれぞれクリアファイルにつづってござ

いますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 

 なお、会議時間短縮のため、各会議資料の確認は省略させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 会議資料について不足等ございましたら、お知らせいただきますよう、よろしくお願い

いたします。よろしいでしょうか。 

 続きまして、会議の成立についてご報告させていただきます。 

 本日の出席委員でございますが、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、会議は成立いたしております。 

 では、これより議事に入らせていただきます。 

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

よろしくお願いいたします。 

○横山部会長  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。 

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

いて」に入ります。 

 それでは、事務局よりご説明をお願いします。 

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

では、座ってご説明させていただきたいと思います。 

 それでは、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

きまして、ご説明を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）の概要についてでございます。 

 今回の部会におきましては、非公募施設についてご審議いただくこととなりますが、こ

の形式的要件審査（第１次審査）につきましては、先日開催させていただきました第３回

の部会におきまして、ご審議をいただきました公募の場合と、ほぼ同様の内容となってお

りますため、公募の場合と比べまして、相違する部分に関し、ご説明をさせていただきま



 

―４― 

す。 

 応募資格に関しましては、公募の場合、「市の外郭団体でないこと」が要件となっており

ましたが、非公募の場合にはその要件が適用されないこととなります。 

 また、失格要件に関しましては、公募の場合、「提出書類について市から修正の指示があ

った場合で、市が定めた期限までに市の指示どおりに修正を行わなかったこと」が要件と

なっておりましたが、非公募の場合にはその要件が適用されないこととなります。 

 それ以外につきましては、公募の場合と同様の内容となっております。 

 続きまして、非公募の場合の提案内容審査（第２次審査）の審議方法及び具体的な審議

の流れにつきまして、ご説明させていただきます。 

 まず、審議方法についてでございますが、申請者から提出されました「提案書」が、市

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

につきまして、「○」、「×」の評価をしていただいた上で、委員の皆様にご意見をいただき

たいと存じます。 

 次に、審議の流れについてでございますが、資料１の「第４回スポーツ部会進行表」を

ご覧願います。 

 「進行表」の「（２）管理運営の基準等及び提案について」の「ア 千葉ポートアリーナ」

のすぐ直下に、「形式的要件審査（第一次審査）結果等について」とございますが、まず、

施設所管課より、非公募となった経緯及び「選定要項」、「管理運営の基準」並びに「選定

基準」についての説明と、形式的要件審査（第１次審査）の結果についてご報告させてい

ただきます。 

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

小野寺委員さん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。 

 小野寺委員さんより財務状況等をご説明いただいた後、申請者に入室していただき、こ

ちらも公募施設と同様、申請者へのヒアリングを行っていただきます。 

 その際、最初に、申請者より、自己紹介を含め、提出した「提案書」につきまして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分が経過いたしましたら、申請者には退室をしていただきます。 

 申請者の退室後、申請者から提出されました「提案書」の内容が、「選定要項」及び「管

理運営の基準」の内容に適合したものであるか、あるいは不適合であるかについてご判断

いただきます。 

 お配りさせていただいております「審査表」をご覧願います。 

 資料３－４「選定基準」の５ページから８ページまでの「３ 提案内容審査」をご参考

にしていただきまして、「審査表」の評価欄に「○」「×」をつけていただきたいと存じま

す。 

 皆様の記入が終わりましたら、一度事務局にて「審査表」を回収いたしまして、皆様の

審査結果を集計させていただきます。 

 集計の間、委員の皆様は一旦休憩とさせていただきます。 

 その後、「審査結果集計表」をお配りさせていただきますので、その「集計表」とご自身
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の「審査表」を基に、「提案書」の内容に関して「よりよい管理運営とするためにここはこ

うすべきである」などといったご意見など、意見交換をしていただきまして、最終的に部

会としての意見を取りまとめていただきたいと存じます。 

 なお、集計結果によりまして、委員が１人でも「×」と判定した項目があった場合には、

資料３－４「選定基準」の５ページの「（１）審査方法」の後段にございますとおり、部会

として、「○」と判断するか、条件を付して「○」と判断するか、申請者に当該審査項目に

係る提案内容の修正を求めるか、あるいは失格とするかを、この場にて決定していただく

こととなります。 

 また、「審査表」につきましては、審査終了後、回収をさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいま事務局からのご説明につきまして、委員の皆様から何かご質問等ございますで

しょうか。 

（なし） 

○横山部会長  それでは、次に議題２「管理運営の基準等及び提案について」に移りま

す。 

 まず、「千葉ポートアリーナ」の審査を行います。 

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

葉市スポーツ協会の理事でいらっしゃることから、千葉市指定管理者選定評価委員会運営

要綱第２条に基づき、「千葉ポートアリーナ」の審議及び議決を回避したい旨、申出があり

ました。 

 つきましては、申出のとおり承認して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した。 

 では、「千葉ポートアリーナ」については、全委員５名のうち４名で審議及び議決となり

ますが、半数以上の参加が確保されていますので、会議は引き続き成立しております。 

 それでは、事務局より非公募となった経緯及び管理運営の基準等、形式的要件審査（第

１次審査）の結果について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、山﨑と申します。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。 

 それでは、千葉ポートアリーナについてご説明いたします。 

 はじめに、次期指定期間を非公募とする経緯についてご説明させていただきます。 

 指定管理者制度創設の背景には、公の施設の管理運営を行う者について、民間事業者等

にも広く門戸を開放し、そのノウハウを活用することにより住民サービスの向上を図る目

的があるため、本市では、候補者の選定において公募を原則とすることが、「千葉市公の施

設に係る指定管理者の選定等に関する条例」第２条で定められております。 

 また、「千葉ポートアリーナ設置管理条例」第１５条においても、公募で募集を行うこと

と定められております。 

 ただし、「参考資料１」に添付しております「千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等
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に関する条例」の第２条第３号により、「市の施策その他の事由により公募の方法によらな

いことについて合理的な理由があるとき」は例外的に非公募とすることができる旨が定め

られております。 

 千葉ポートアリーナにつきましては、今後予定している大規模改修に向けて、施設の在

り方について検討するため、３年間非公募とすることといたしました。 

 続きまして、選定関係書類についてご説明いたします。 

 資料３－２「千葉ポートアリーナ選定要項」をお願いいたします。 

 「選定要項」につきましては、「こてはし温水プール」、「スポーツ施設・都市公園施設・

花島コミュニティセンター」の募集要項とおおむね同様となってございますので、相違点

を中心に説明をさせていただきます。 

 最初に、３ページをお願いいたします。 

 「３ 選定の概要」についてでございます。 

 「（１）管理対象施設」は千葉ポートアリーナで、「（２）指定期間」につきましては令和

３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年間でございます。 

 「（４）選定の手順」ですが、「選定要項」等の交付を令和２年８月６日に行い、「提案書」

以外の提出書類を８月２０日に、「提案書」を９月７日に受け付けてございます。 

 今後、本日の選定結果を受けまして、選定結果通知をした後、仮協定を締結し、令和２

年第４回定例会において指定の承認後に基本協定を締結する予定でございます。 

 次に、「４ 管理対象施設の概要」でございます。 

 まず、「（１）設置目的等」でございますが、千葉ポートアリーナ設置管理条例では設置

目的を「スポーツの振興及び文化の向上を図るための施設」としております。 

 この設置目的を踏まえ、千葉ポートアリーナの目的、目指すべき方向性を示したビジョ

ンは、トップスポーツのホームゲーム開催や、競技スポーツの国際大会・全国大会の開催、

市民総体等の市民レベルの大会の開催のほか、障害者スポーツ施策の展開における拠点等、

市スポーツ施策の中心的な役割を果たすこととしております。 

 また、このビジョンを実現するため、ミッションは市スポーツ施策と一体となり、新型

コロナウイルス感染症により延期された東京オリンピック・パラリンピックに向けた事前

キャンプ受入れや障害者スポーツ大会、更には市内ほか施設において需要の吸収が困難な

市民レベルの大会等の受入れを中心に行うことといたしました。 

 次に、４ページの「（３）指定管理者制度導入に関する市の考え」についてですが、ここ

では本施設の管理運営において市が設定する成果指標、数値目標を下の表に示してござい

ます。 

 まず、成果指標につきましては、「①施設利用者数」、「②スポーツ教室開催数」としてご

ざいます。 

 数値目標につきましては、現在の目標値を維持することとし、「施設利用者数、年間２５

万人以上」、「スポーツ教室開催数、年間２０教室以上」としてございます。 

 「５ 指定管理者が行う業務の範囲」以降、１０ページまでは、省略させていただきま

す。 

 次に、１１ページをお願いいたします。 

 「９ 経理に関する事項」をお願いいたします。 
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 「（１）指定管理者の収入として見込まれるもの」のうち、「イ 指定管理料」ですが、

指定管理料は、管理運営経費から利用料金を差し引いたものとしております。 

 指定管理料の基準額についてですが、当施設の管理に係る、指定期間全体の指定管理料

の基準額は、３年間の総額で５億３，４４５万円でございます。 

 「提案書」の評価は、この基準額の３年間の総額で行います。なお、基準額には「消費

税及び地方消費税」を含んでおります。 

 以降、第２回スポーツ部会においてご説明をさせていただきました、他の施設の「募集

要項」と同様になってございますので、省略をさせていただきます。 

 「選定要項」につきましては以上でございます。 

 次に、資料３－３「管理運営の基準」でございます。 

 「管理運営の基準」につきましても、「選定要項」と同様に、第２回スポーツ部会におい

てご説明をさせていただきました他の施設との相違点のみ説明させていただきます。 

 最初に、３ページをお願いいたします。 

 「第２ 施設の概要等」、「１ 施設概要」になりますが、記載のとおりとなっておりま

す。 

 以降、２９ページまで、第２回スポーツ部会においてご説明させていただきました、他

の施設と同様となってございますので、省略をさせていただきます。 

 続きまして、３０ページをお願いいたします。 

 「第６ その他の重要事項」でございます。 

 「１ 駐車場」に関しまして、「（１）ポートアリーナ以外の民間管理会社の管理の対象

範囲」、「（２）管理会社との連絡・調整」を示してございます。 

 「２ 光熱水費等」に関しましては、「（１）行政財産目的外使用許可部分、地下駐車場

部分及び自動販売機に係る光熱水費等」の取扱い、「（２）光熱水費等の期ずれ処理」につ

いて、「（３）公衆電話」の取扱いについて示してございます。 

 「３ 修繕」でございますが、１件当たり１００万円までを、指定管理者による修繕と

してございます。 

 「４ 管理運営に要する費用」でございますが、平成２８年度から令和元年度までの管

理運営に要した費用について記載してございます。 

 「５ 市スポーツ施策の展開に伴う減免対象大会等の利用」でございますが、こちらに

は、本施設においては、障害者スポーツ推進の施策を進める中で、収益の低下が見込まれ

る旨と、今年度以降の利用見込み日数について記載してございます。 

 以降につきましては、他施設と同様となってございますので、省略をさせていただきま

す。 

 「管理運営の基準」につきましては以上でございます。 

 次に、「選定基準」についてご説明させていただきます。 

 資料３－４をお願いいたします。 

 「審査項目」、「評価基準」につきましては、おおむね市共通の「選定基準」のひな形の

とおりとなっておりますので、変更点を中心に説明をさせていただきます。 

 まず、５ページの「３ 提案内容審査」、「（１）審査方法」をお願いいたします。 

 非公募施設におきましては、採点を行わないことから、「判定結果」を「○」、「×」とい
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たします。 

 審査の結果、委員のうち１人でも「×」の評価を行った項目がある場合には、選定評価

委員会において協議を行っていただき、記載されているいずれかの対応を決定することと

なります。 

 次に、６ページの「（２）審査項目及び審査の視点」でございますが、各審査項目におけ

る判定基準について記載してございます。そちらの基準に基づき判定をお願いいたします。 

 選定関係書類の説明は以上でございます。 

 次に、形式的要件審査結果についてご報告をさせていただきます。 

 資料３－１をお願いいたします。「形式的要件審査（第１次審査）結果」をご覧ください。 

 ご覧のとおり、千葉市スポーツ協会は、申請資格の各要件を満たしており、かつ失格事

由に該当しないことを確認いたしました。 

 なお、「ケ 暴力団密接関係者でないこと」につきましては、照会中となっておりますが、

昨日、警察から回答をいただき、失格事由に該当しないことを確認いたしております。 

 なお、申請資格のキの要件につきましては、従業員数が４５．５人に満たないことから

制度対象外であるため、該当とならない項目としております。 

 続きまして、提案内容審査における審査項目のうち、提出書類の内容を基に、事務局に

おいてあらかじめ審査した項目について、ご報告いたします。 

 資料３－５「審査票」をお願いいたします。 

 「その他」、「（２）市内雇用の配慮」でございますが、施設従事者に占める市内在住者の

割合が１５人中１１人と、７３％ございました。 

 「（３）障害者雇用の確保」についてですが、団体の従業員数が４５．５人に満たないこ

とから、障害者雇用制度の対象とはなりませんが、１名の雇用がございました。 

 形式的要件審査及び提案内容審査の結果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。 

 ただいまのご説明について、何か質問はございますでしょうか。 

 小野寺委員。 

○小野寺委員  ご説明いただいたかもしれないけれども、ちょっと確認です。指定期間

中に大規模修繕を予定しているということですけれども、いろいろ手続、承認とかあるで

しょうけれども、今の時点で、いつ頃、どれくらいの期間を想定しているのかということ

を教えていただきたいのと、あとは、指定管理料の基準額の５億３，４００万円、これの

積算に当たって、大規模修繕で使えない期間を考慮した金額になっているのかどうか教え

てください。 

○山﨑スポーツ振興課長  まず、大規模修繕の期間についてですが、これにつきまして

は、当初は令和４年度からという予定でございましたけれども、現在、市全体的に改修等

を考えるということと、あとはポートアリーナの在り方と併せて一緒に協議をするという

ことで、前回、審査決定を受けた部分ございますので、この１年ぐらいで方向性を出すと

いうことになっております。 

 ですので、まだ期間については、いつからいつまでということで確定しているというこ

とではございません。 
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○小野寺委員  一歩後退して、もうちょっと遅くなるようなイメージですか。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね。今回のこの３年間の中で、ある意味、改修等、

在り方について検討していくということでございますので、当初の予定よりは若干遅れる

という可能性はございます。 

○小野寺委員  やることはやるのでしょうけれども、在り方からやるからということで

すね。 

○山﨑スポーツ振興課長  はい。 

○小野寺委員  分かりました。 

○スポーツ振興課職員  もう一つ、補足でご説明させていただきますと、この５億の金

額の費用の中には、閉鎖期間というのはまだ、先ほど言ったように改修期間が定まってい

ない状況でございますので、この中にはその分は要素として含んでおりません。 

○小野寺委員  では、フルに開けた場合の金額ということでよろしいですか。 

○スポーツ振興課職員  通常どおり営業していた場合で、ご提案いただいているという

ような形になります。 

○小野寺委員  分かりました。 

○横山部会長  よろしいでしょうか。 

 私から１点、今のことと関連するのですけれども、この施設は公募によらないことにつ

いての合理的な理由として、先ほど修繕が理由であるということがご説明にありました。

逆を言えば、修繕が完了した際には、公募をする可能性があると、そういうふうに理解し

てよろしいでしょうか。 

○山﨑スポーツ振興課長  はい。その辺りにつきましても、今後のポートアリーナの在

り方検討の中で検討していくことになっておりますので、例えば、今、障害者スポーツの

推進ということで、パラスポーツを推進、減免対象の大会だとかを推進しております。そ

ういうものをすべて含めまして、今後の在り方、公募、非公募も含めまして、検討すると

いうことで方向性が決まっております。 

○横山部会長  そうすると、公募によらない合理的な理由というのは、内容が変わる可

能性があるということなのですか。 

○山﨑スポーツ振興課長  今後、変わっていく可能性はあるかもしれません。 

○横山部会長  分かりました。ありがとうございます。 

 ほかにご質問ございますでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  では、続きまして、提案内容審査に入ります。 

 「審査表」の２の「（１）団体の経営及び財務状況」について、公認会計士でいらっしゃ

る小野寺委員より、計算書類等を基にご説明をいただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

（※経営及び財務状況に関する意見交換の経過については、千葉市情報公開条例第７条第

３号に該当する情報（法人等情報）が含まれているため、表示していません。） 

○横山部会長  では、これから、公益財団法人千葉市スポーツ協会へのヒアリングを行

います。 

 公益財団法人千葉市スポーツ協会の皆様をこちらへご案内してください。 
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[公益財団法人千葉市スポーツ協会 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。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 これから１０分間で、本日のご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を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。座ったままで結構です。 

 １分前に予告がありますので、時間配分にご注意ください。 

 では、お願いします。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（佐藤）  おはようございます。公益財団法人千葉

市スポーツ協会、理事長をしております佐藤でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 私のほうから、職員の紹介をさせていただきます。 

 常務理事兼事務局長の石川でございます。 

 事務局次長の若菜でございます。 

 スポーツ振興班補佐の野ヶ峯でございます。 

 施設班補佐兼千葉ポートアリーナ施設長の内藤でございます。 

 説明につきましては、事務局長より説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（石川）  それでは、千葉ポートアリーナ指定管理

者事業提案について、ご説明を申し上げます。 

 １ページから２ページをご覧ください。 

 「提案書」、様式第１号、「管理運営の基本的な考え方」です。 

 まずはじめに、「基本方針」ですが、当協会は、平成３１年度に千葉市体育協会との事業

統合により、公益財団法人千葉市スポーツ協会として新たなスタートをしたところでござ

います。新たに競技力の向上及びスポーツ団体の育成に関する事業を加えまして、更なる

公益性を追求するとともに、東京２０２０オリンピック・パラリンピックのレガシーを次

世代に引き継げるよう、スポーツ、パラスポーツの普及振興を目指し、指定管理業務に取

り組んでまいります。また、公の施設の管理については、長年にわたり培った経験やノウ

ハウを活用し、効率的な施設運営と多様な市民ニーズへの対応を図るとともに、市民サー

ビスの向上と千葉市の施策実現に貢献できるよう、努めてまいります。 

 次に、基本的考え方でございます。公正・公平な市民利用、安全・安心・使いやすい施

設の提供、指定管理委託料の縮減の三つの課題を念頭に置き、公の施設を利用する個人や

団体の多様なニーズへの的確な対応と経費の最大限の抑制を図ることにより、効率的な管

理・運営に努めてまいります。 

 ３ページをご覧ください。 

 様式第２号、「管理運営の執行体制」です。「人員配置」については、ポートアリーナを

含め、３０年間にわたり公共スポーツ施設の管理により培ってきたノウハウを基に、経験

豊富な施設責任者と担当職員を配置し、利用状況に応じた勤務体制の下、効率的かつ適切

な管理運営を行います。 

 次に、「責任の所在」、「緊急時対応連絡体制」については、事故や災害時等、緊急時の対
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応においても協会事務局を含めた連絡体制が構築されており、当協会全体として責任の所

在を明確にした管理運営を行ってまいります。 

 ７ページの様式第３号、「必要な専門職員の配置」、それから９ページの様式第４号、「業

務移行体制の整備」、１０ページの様式第５号、「従業員の管理能力向上策」、１１ページの

様式第６号、「施設の保守管理の考え方」、１３ページの様式第７号、「設備及び備品の管理、

植栽維持管理、清掃、保安警備等」、それから１９ページの様式第８号、「関係法令等の遵

守」については、記載のとおりでございます。 

 ２２ページから２４ページをご覧ください。 

 様式第９号、「リスク管理及び緊急時の対応」。当協会はリスクの種類や具体的内容及び

発生の可能性や影響の大きさなどからリスクを分析し、火災、災害、盗難、情報漏えい等

のリスクに対し、事前対策を講じることで、事故・事件回避を目指すとともに、不測の事

態に備えます。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策においても、マスク着用等、感染予防対策に万全

を期した上での施設運営を行います。 

 そのほか、施設賠償責任保険に加入し、保障内容の充実に努めます。 

 ２５ページの様式第１０号、「開館時間及び休館日の考え方」、それから２７ページの様

式第１１号、「利用料金の設定及び減免の考え方」については記載のとおりです。 

 ２８ページから２９ページをご覧ください。 

 様式第１２号、「施設利用者への支援計画」です。利用者の支援については、予約受付業

務は「管理運営の基準」に従い、公正公平に行います。また、千葉施設予約システムを活

用し、一般利用受付を実施いたします。 

 ３０ページから３１ページをご覧ください。 

 様式第１３号、「施設の利用促進の方策」です。メインアリーナ、サブアリーナの利用促

進として、大規模なスポーツ、文化イベントが開催可能な施設であることから、するスポ

ーツのイベント誘致だけではなく、観るスポーツのイベント誘致に努めます。更には、車

椅子スポーツの聖地を目指し、各種パラスポーツ関連事業の開催に努力するとともに、ナ

ショナルトレーニングセンター競技別強化拠点機能強化事業として、引き続き車椅子バス

ケットボールで日本代表チームの強化拠点施設事業を行います。 

 ３２ページの様式第１４号、「利用者の意見聴取、自己モニタリングの考え方」、それか

ら３５ページの様式第１５号、「施設の事業の効率的な実施」、それから３８ページの様式

第１６号、「成果指標の数値目標達成の考え方」については、記載のとおりです。 

 ４０ページから４２ページをご覧ください。 

 様式第１７号、「自主事業の効果的な実施」です。当協会が設立以来、３０年にわたり業

務運営において培ってきました各方面の関係団体と良好な共同体制の下、優秀な指導者の

確保や利用者の様々なニーズに対応した事業を提供いたします。 

 なお、具体的事業内容については、４１ページ、４２ページのとおりです。 

 ４３ページから４６ページの様式第１８－１号、様式第１８－２号、収入見込み、支出

見込みについては、後ほど収支予算について一括して説明させていただきます。 

 ４７ページの様式第１９号、「市内業者の育成」、４８ページの様式第２０号、「市内雇用

への配慮」、４９ページの様式第２１号、「障害者雇用の確保について」は記載のとおりで
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す。 

 ５０ページをご覧ください。 

 様式第２２号、「施設職員の雇用の安定化への配慮」です。当協会では、雇用の確保を優

先し、本施設に従事している有期雇用職員については、継続雇用に努めます。 

 また、男女の別なく雇用の安定化を図るため、賃金の適正な水準の確保や有給休暇等を

取得しやすい勤務体制、労働環境の整備に努め、研修メニューの充実・強化を図り職員の

積極的な研修参加を促進し、人材育成に取り組みます。 

 続きまして、収支予算について、ご説明申し上げます。 

 ４３ページから４４ページに戻っていただきます。 

 様式第１８－１号、「収入支出見積りの妥当性（収入見込）」です。利用料金収入見込み

は、新型コロナウイルス感染拡大予防のための新しい生活様式を実践していく中で、イベ

ントの減少や規模の縮小、東京２０２０オリンピック・パラリンピック開催終了後の関連

事業の利用減少が想定されることから、前指定期間の平成２８年度から令和元年度までの

過去４年間の平均収入と比較し、約１，４００万円の減収が見込まれますが、回復に努力

をしてまいります。 

 次に、４４ページの自主事業収入の見込みについては、事業の企画におきまして、事業

数を増加することにより、収入の確保を図ろうとするものでございます。 

 ４５ページから４６ページをご覧ください。 

 様式第１８－２号、「収入支出見積りの妥当性（支出見込）」です。４５ページの人件費

については、当協会の給与規定に基づき、積算したものです。事業管理部門及び役員費、

管理費は、従事割合に基づき、按分した人件費を計上しております。 

 ４６ページの事務費の主な項目として、光熱水費についてご説明いたします。 

 オリンピック・パラリンピック開催終了後、関連事業の利用減少、また、新型コロナウ

イルス感染症対策に関する大型イベントの縮減が想定されることから、過去４年間の実績

に対して、利用料金収入の減少率を基に積算しております。 

 また、管理費については、各項目が人件費に相当する費用分に対しまして、上昇分を見

込んでいるものです。 

 ５１ページをご覧ください。様式第２４号、「収支予算書」、「総括表」についてご説明い

たします。 

 「（１）収入」については、令和３年度から令和５年度を年度ごとに試算したもので、３

年間で指定管理料合計が５億３，４４５万円、利用料金収入は２億５，２２２万９千円、

合計７億８，６６７万９千円を見込んでおります。 

 「（２）支出」については、管理運営費が３年間の合計７億８，６６７万９千円を見込ん

でおります。 

 なお、管理運営費における人件費が減少している理由ですが、年度ごとの退職給付引当

金の影響によるものです。 

 ５２ページからの様式第２５号、様式第２６号については、年度ごとの数字内訳を記載

しております。 

 収支予算については以上です。 

 これで事業提案書の説明を終わります。以上です。 
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○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ありましたら、お願いします。 

○谷藤委員  コロナ対策についてお伺いしたいと思います。 

 ２２ページのところに幾つか書いてありまして、イベントがこれからどんどんやられる

かと思うのですけれども、主催者と打合せをし云々とあるのですが、内容によって、駄目

とか、その辺りがあるのかとか、少し不足していると管理者のほうで何かサポートすると

か、どのくらい介在するのかという計画をお伺いできればと思います。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（石川）  主催者側とは、細かな打合せをしており

まして、今現在は、例えば、収容人員５０％以内ですよとか、それから消毒です、玄関に

消毒液を置いてあります。それから、入ってくる人の体温の検温をする。 

 それから、従事職員、我々なのですけれども、実は今月末に柔道の講道館杯があるので

すけれども、それについては、職員が、先週から体温とか、だるさだとか、体調を記入す

る様式がありまして、それに今月末まで毎日書いて、それを主催側に提出をして、ＩＤカ

ードもあって、我々の施設なのですけれども、それで会場に入る、そういうような打合せ

を、どうしようかとか、あと、席の間隔だとか、そういったものを詰めながら、安全にで

きるように協議をして、実施していきたいというふうに考えています。 

○谷藤委員  すごく丁寧に丁寧にやられている主催者と、もしかするとそうでもないと

ころが今後、現れるのではないかなと危惧しているのですが、そうなったときに、いや、

それだったら駄目ですよとか、何かその辺りの介入の仕方の計画というか、お伺いしたい

なと思ってのご質問なのですが。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（石川）  我々では、一定のマニュアルをつくって

おりますので、それに沿わないものは、もうご遠慮いただくしかないのかなというふうに。

今のところ、皆さん協議の中で、こうしましょうと。我々が考えているよりも厳しい基準

で来るところもありますけれども、そういうことは調整しながら、円滑に運営したいと思

っています。 

○谷藤委員  最初の段階は、どこもすごくやっていると思うのですけれども、これから

いろいろなところが出てくると思って、ぜひいろいろ。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（石川）  そうですね、我々よりも敏感に主催側の

ほうが考えているところもあるのですけれども。 

○谷藤委員  駄目だったらＮＧもあるということですか。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（石川）  はい。 

○谷藤委員  ありがとうございました。 

○内山委員  このスポーツ協会さんということで、もうポートアリーナは、プロスポー

ツをやっていただいたり、また、障害者スポーツもやられたり、そしてまた、小中高校、

大学生、文化イベントと、もう多岐にわたって利用者はあるかと思います。もう十二分に

その点はご存じかと思うのですが、そういう点を含めまして、利用者がこれからもポート

アリーナを利用するに当たって、気持ちよくできて、そしてまた、楽しく運動ができると、

そういうことが十二分に、すごく感じました。されているかと思いますけれども、そのこ

とを十二分に踏まえて、これからもこの管理をしていただきたいなと私の希望として述べ

たいなと思っておりますので、よろしくどうぞお願いいたします。 
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○横山部会長  ご意見ということでよろしいですか。 

○内山委員  はい。これはもう非公募ということでございますので、もう皆さん、その

ことはもう十二分に理解されていると思うのです。だから、それに対して、もしくは、そ

の利用者が不利とか、そういうことにならないようなことは、どういうふうに対応されて

いるかということもあるので、そういうことはいかがですか。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（野ヶ峯）  ポートアリーナの管理、運営につきま

しては、先ほど内山委員さんがおっしゃられていましたように、文化、それからスポーツ

の大型イベントなど、全国的なものですとか、どれも国際的なイベントをやっております

ので、そういう今まで積み重ねてきた３０年間の歴史が、カルテ、打合せ簿というのを毎

回毎回作っております。ですので、例えば、お客様がこうしたいと言ったことに対して、

施設の管理上、できないことも確かにあるのです。でも、何をしたいのだということを我々

が話の中で分かれば、これはできないけれども、こういう方法がありますよとか、以前、

こういう催物をやっているので、こういうことはどうでしょうかとか、新たな提案という

ような形も、カルテみたいな形で記録で全部作り上げてありますので、類似のものについ

ては、逆にうちのほうからも、よりよいうちのポートアリーナの特性を生かした上での利

用方法についてのご提案も今までの利用実績の中の、類似事例を参考にしながら、ご提案

もするというような形で、市民サービスに努めることが可能ということで、今後もそうい

った意味で、そういう情報を追加しながら、ご提案をしていきたいなというふうに考えて

います。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（佐藤）  まさに委員おっしゃるとおり、千葉ポー

トアリーナというものは、市民の方が満遍なく利用できる。それから、さらに、先ほど事

務局長のほうからもご説明しましたように、するスポーツから、観るスポーツ、プロスポ

ーツ等を観るというような観点でも、今後、しっかりと対応を図っていきたいと考えてお

ります。 

 また、市民参画の中では、やはりこれ年齢別にではないですけれども、幼い子どもから

老人に至るまで、満遍なくスポーツにやはり親しんでいただくということは、我々の使命

だと思っておりますので、それに応じたような開催ですとか、また、予約システム等につ

いても、インターネットを利用するとか、従前での電話での受け付けですとか、多種多様

な対応を図って、利用をしていただけるように努力していく所存でございますので、どう

ぞよろしくお願いしたいと思います。 

○横山部会長  小野寺委員。 

○小野寺委員  幾つか数字について教えてほしいのですけれども、まず、５１ページの

様式２４号、「収支予算書」の中で、先ほどご説明いただいた人件費、これが減少傾向なの

は、退職引当の減少という説明でしたけれども、それは若返っていくから引当が減ってい

く、そういう理解でよろしいですか。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（野ヶ峯）  それも一部ございますけれども、退職

引当については、年度年度によって率がそれぞれ、パーセントが変わっていく、不足分だ

け積み立てる形になりますので、都合退職も、その勤務年数によって、例えば２５年から

２６年の間については何％アップするという率が、給与規定が少し違ったりするのです。

そういう、今現存している現員の分の職員で計算しますと、この年は何％、この年は何％
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という率が、例えば、前年度５％だったのが、次の年は４％とか、という上昇率が変わる

ものですから、そこの部分で積立金が前年度よりも少なくて済むとかというような計算に

なっていますので、その分が減少しているという形になります。 

○小野寺委員  それが、要は、年齢構成も分かっているから、年々の要支給額が減って

くるということですか。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（野ヶ峯）  そうですね。 

○小野寺委員  直ちに若返るということではないのですか。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（野ヶ峯）  実際には、今いる現員の職員で計算し

ておりますので、その職員については年々年を取る形になりますけれども、そこの積立の

率が若干年によって変わってくるということでの計算ということです。 

○小野寺委員  あと、同じ５１ページの、今度は上のほうを見ると、この収入のほう、

指定管理料、利用料金の合計で約２億６，２００万円代で推移して、若干、令和５年度は

減っている感じで、その前の説明、４３ページの収入・支出見積りの妥当性のページの中

の説明で、前指定期間の過去４年平均より約１，４００万円の減少が続くということが書

いてありますので、それを考慮してこの計画をつくったと思うのですけれども、その一方

で、３８ページの成果指標の数値目標の考え方のところで、これは利用者数ですけれども、

市が設定した目標２５万人以上、これに対して設定する目標としては２６万人ですと。 

 それを踏まえて、もう一回、５１ページの収入のところを見ると、大体、令和３年、４

年、５年、若干減っていますけれども、同じような金額なのですね。これはどこで、この

利用者数の目標、何年間で達成するのか。あるいは新型コロナ、今がすごく厳しいときで、

これからもう来年のオリンピックに向けてスポーツの機運が高まっていくから、少し回復

してくるのではないかと思うのですね。そうすると、令和３年、４年、５年で何となく数

字が、違う目標があってもいいのかなと思ったのですけれども、その辺りを踏まえて、こ

の作り方について説明をお願いいたします。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（佐藤）  一応、新型コロナの関係で、どういうよ

うな影響が今後出てくるのかというのが、今、我々もある程度つかみ切れない部分がござ

います。この提案に当たりましては、どうしても、逆に、人件費だとか、固定的な経費、

清掃費だとか、あるいは電気の関係だとか、そういうものがありまして、それもマイナス

し、成り立つぎりぎりの収入という部分が、この利用料金収入の記載の数字なのです。こ

れ以上、下がると経営的に非常に苦しくなるということで、ある程度、そういう面も踏ま

えて、計画を立てたところで。 

 実際に今、利用者数がどのくらいかということなのですけれども、例えば、多い年では

３０万前後の実績もあるのですけれども、これまで過去４年間で大体２６万はクリアして

いるというようなことで、コロナの影響があっても、それはクリアできるのかなというよ

うなことで、いろいろつかみで申し訳ないのですけれども、算定をさせていただいたとい

うような状況です。 

○小野寺委員  一般的に事業計画をつくるときは、場合により二つのアプローチがあり

ますけれども、売上の数値の目標があってそこに、単価を掛けて、計画をつくって、それ

に向かって努力するから売上がこれだけ伸びると。一方コストのほうは、人件費が一番で

すので、かつ、これというのは、また下方硬直的で、最低賃金も上がっていて、下がるこ
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とはないから、それが一定数あって、だけれども、新型コロナの状況で、売上は、しばら

く頭打ちですと。だから、コストのほうから集計して、それを最低限の目標にしてつくっ

たと、そういうアプローチはあるとは思います。 

 ちょっとここからはお願いですけれども、そういう事情は承知します。ですけれども、

コストありきではなくて、やはりお願いする以上は、数値、売上、利用者人数、それから

利用者、市民への便益の提供、満足度の向上がお願いしたいことですので、その辺りもご

理解していただいた上で、事業に取り組んでいただきたいなというお願いです。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（佐藤）  どうもありがとうございました。 

○横山部会長  ほかにご質問ございますでしょうか。 

 どうぞ、谷藤委員。 

○谷藤委員  ３０ページの観るスポーツのイベント誘致についてお伺いします。 

 ここに挙げられているのは、障害者スポーツとか幾つかありますが、一般的には、観る

スポーツというところよりは、ちょっと外れているかなという感じがするのですが、割と

一般的に観るスポーツと言われる、お金が取れる、そういうスポーツの誘致はあるのかと

いうことと、逆に、例えば、特に障害者スポーツなどは、これを観るスポーツと認知され

るぐらいの持っていき方、会場としての、それがあると車椅子スポーツの聖地にふさわし

いという感じがあるので、その辺りの計画などがありましたら、お願いしたいと思います。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（内藤）  観るスポーツとしては、千葉ジェッツさ

んも興行とかがありますので、有料のイベントということになっています。 

 障害者の車椅子ということですと、毎年、ウィルチェアーラグビー全日本、あと車椅子

バスケの全国大会というのも毎年、今のところ継続的に開催している状況にあります。 

 そのほかにも、相撲の興行とかも、今年は中止になっていますけれども、定期的に開催

している部分で、観るスポーツというふうに定めて、誘致をさせていただいている状況に

なっています。 

○谷藤委員  ぜひ、特に障害者スポーツなどは、観に行ってすごいイベントがあるとい

う、あそこに行くと観れるよという感じのプロモーションとかを、ぜひ今後、やっていた

だければと、要望です。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（石川）  まさに、これからだと思っております。

この障害者スポーツ等については、当協会としても、しっかりと力を入れていきたいとこ

ろではございますので、なかなか今の現状の中で、観るスポーツと言えるのかという委員

のご指摘というのはよく分かりますが、我々の心根として、そういうものにしていきたい

という希望的なものも含めながら、こういうふうに提案させていただいているところでご

ざいます。 

 広報等からして、まずは観てもらう。そして、その中で、する方が増えてくれば、更に

よろしいかなと思っておりますので、努力していくつもりでございます。 

○谷藤委員  観るスポーツと言えるのかという意見は言っていませんで、そう思ってい

るので、ぜひそういう方向を進めていただきたいと思います。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（石川）  認識は一緒でございます。そういうふう

にしたいという意思でございます。 

○横山部会長  よろしいでしょうか。 
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 では、私から幾つかお尋ねしますけれども、現管理者という部分で、今期の課題と次期

課題に対する取組み、どのようなことをお考えなのかということをお聞かせいただきたい

と思います。現状管理されていて、何か課題があろうかと思いますけれども、どういうふ

うにこれを分析されているのか、さらに、次期、それをどういうふうに。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（石川）  これまでは、今期の管理運営につきまし

ては、２０２０東京オリンピック・パラリンピックの開催というところがありましたので、

それに向けて、千葉市としては、障害者スポーツに力を入れていくということで、障害者

スポーツの力に対して運営をしてまいりました。これに関しましては、千葉市の施策と協

力しながら、今までやってきたわけですけれども、今後、そういった関連事業、これがだ

んだん、オリンピックまでは結構あるとか思うのですが、これが多分、これまでとは同じ

ようにはいかないというふうに考えております。この後の３年間について、来年度オリン

ピック・パラリンピックございますけれども、今まで培ってきた、そういった関連事業を、

いかにあとの３年間につなげていくのかという、また違うステップアップをしていかなけ

ればいけないのかなというところで、今後は、今までオリンピック・パラリンピックに関

連した事業を、いかにしてレガシーとして引き継いでいくかということを、千葉市の施策

を千葉市の皆様と協議しながら、そこの部分について、今後は進めていきたいというのが

大きな命題になっているかと思います。 

○横山部会長  大きなイベントがあったという、一時期、利用者数が増加すると、その

後、落ち込む可能性も当然あるわけですけれども、その落込みの対応策として、どんなこ

とをお考えなのか、具体的なアイデアがあれば教えていただきたいのですけれども。ただ、

漫然と見ているだけでは。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（野ヶ峯）  今年は非常にコロナの影響もありまし

て、利用実績については、非常にちょっと今、厳しい状況ですので、９月までの今年度の

利用収入につきましては、前年度の同時期と比べまして、今。 

○横山部会長  時間がないので、現状分析はいいのですけれども、落込み対応として、

どういうことを考えているか。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（野ヶ峯）  ですので、今、収益事業をするという、

興行イベントが一切ゼロの状況です。これについて、誘致活動を推進するために、そうい

う今までの関連している築き上げた団体さん等に営業をかけながら、誘致活動に励んでい

くというような対応をしてきたいと思います。 

○横山部会長  積極的、能動的な活動をされるという、そういう理解でよろしいでしょ

うか。 

○公益財団法人千葉市スポーツ協会（野ヶ峯）  そうです。 

○横山部会長  分かりました。ありがとうございます。 

 そろそろ時間となったかと思いますので、ここでヒアリングを終了したいと思います。

どうもありがとうございました。 

[公益財団法人千葉市スポーツ協会 退室] 

○横山部会長  では、委員の皆様、今のヒアリングの結果を踏まえて、審査をお願いし

ます。審査が終わりましたら、「審査表」を事務局職員に渡してください。事務局の集計が

終わるまでは休憩といたします。 
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[採点・休憩] 

○横山部会長  それでは、再開します。 

 事務局より集計結果のご報告をお願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  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いております「審査結果集計表」をご覧願います。 

 すべての審査項目につきまして、全委員が「○」、「管理運営の基準」等設定した水準ど

おりの業務が行われることが見込まれると判断されております。 

 以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 それでは、この集計結果を踏まえて、当部会としては、「公益財団法人千葉市スポーツ協

会」の提案内容は、「管理運営の基準」等を満たしたものと判断し、千葉ポートアリーナの

管理を適切かつ確実に行うことができるものと認めてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  では、意見交換に移ります。 

 次期指定期間中の管理運営において特に留意すべき点など、申請者の提案内容について、

ご意見、ご要望はございますでしょうか。 

 先ほど質問の中でもいろいろご意見出たかと思いますが、改めてお願いします。 

 谷藤委員、いかがでしょうか。 

○谷藤委員  やはり長年、管理運営されているので、今までどおりに堅実にという発想

があるかとは思うのですが、世の中の状況も随分、変わっているので、新たな取組みみた

いなものをぜひどんどんやってほしいなというふうには感じています。 

○横山部会長  内山委員、いかがでしょうか。 

○内山委員  どこも施設というのはそうだと思いますけれども、特にああいう大きい施

設になると、管理運営が行き届かないで、利用者は多分、困るときが来ると思うのです。

そのときの対応も十分考えていただきたい。そしてまた、これから少子高齢化ということ

で、高齢者もだんだん運動したいけれども、足が痛いとか、手が痛いとか、なかなか運動

場へ出てこられない方も結構いるのではないか。その場合のときに、また利用者増やすに

は、どういうふうに対策するかと。 

○横山部会長  最後の点は、利用者の増加に努めていただきたいということでよろしい

ですか。 

○内山委員  はい。どのように対応するか。 

○横山部会長  そのための対応策を講じていただきたいというご意見でしょうか。 

○内山委員  はい。 

○横山部会長  小野寺委員、いかがですか。 

○小野寺委員  新型コロナウイルスの感染症対策として説明をいただきましたけれども、

やはりスポーツを通してというのは、よほど注意しないとリスクはありますし、オリンピ

ックに向けても感染症対策、職員、スタッフがかからないのはもちろんのこと、利用者さ

んの中で発生しないようにすることが非常に重要だと思っていますので、その対策をきっ

ちりとやっていただきたいということが一つと、あとは、やはり数字のところ、新型コロ

ナの状況、大規模修繕の対応をされるとかありますけれども、市としてお願いしたいのは、
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利用者の利便性向上とかですので、それというのは、利用者数であったりすると思うので、

数値の目標については必ず達成していただきたいとともに、引き続き、コストの削減に努

められたいというお願いをしたいと思います。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ほかによろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  今、ご意見ございました。それで、先ほど谷藤委員が言われた堅実な経

営については、評価すべき点ということでよろしいでしょうか。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  堅実な経営については評価するということで、次期もそういう経営を引

き続き行っていただきたいということ。 

 要望としては、社会情勢の変化に伴う点から、新たな取組みを進めていただきたいとい

う、そういうことですね。 

 さらに、内山委員のほうから、利用者のニーズに沿った管理運営をしていただきたいと

いうこと。 

 同様の趣旨で、小野寺委員からもご意見をいただいております。利用者増の具体的な対

策を講じていただきたいということのご意見がありました。あと、小野寺委員からのご意

見で、新型コロナウイルス対策を、より充実化していただきたいということでしょうか。

あと、コスト削減に努めていただきたい。そういったご意見がございました。 

 よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

横山部会長  これにつきましては、施設所管課から公益財団法人千葉市スポーツ協会に

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

だきますよう、よろしくお願い申し上げます。よろしいでしょうか。 

 では、ここで昼休憩といたします。再開ですが、１時からといたします。 

（休憩） 

○吉野文化振興課長補佐  午後からの出席者について、まずご報告いたしたいと思いま

す。 

 午後でございますが、委員のうち、谷藤委員がご欠席ということになります。全委員５

名のうち４名の方にご出席をいただいておりますので、半数以上のご出席がありますこと

から、引き続き会議は成立している旨、ご報告させていただきます。 

 また、事務局でございますが、生活文化スポーツ部長の那須が所用のため欠席となりま

すので、ご報告させていただきます。 

 以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 では、再開いたします。 

 ここからは小川委員に入っていただいて、４人での審議及び議決となります。よろしく

お願いします。 

 では次に、「千葉市大宮スポーツ広場」の審査を行います。 

 事務局より非公募となった経緯及び「管理運営の基準」等、形式的要件審査（第１次審
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査）の結果について、ご説明をお願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  午前中に引き続きまして、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。 

 それでは、大宮スポーツ広場についてご説明いたします。 

 非公募とした経緯についてですが、千葉ポートアリーナと同様に、公募を原則としてい

るものの、「千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例」第２条ただし書では、

例外的に非公募とすることができる旨が定められております。 

 スポーツ広場につきましては、主に地元の方が利用されており、その管理運営について

は、開設当初から地元の自治会やスポーツ推進委員などで構成される管理運営委員会で行

われてまいりました。 

 「市民との協働」、「地域活力の積極的な活用」により効率的かつ効果的な運用を図ることを目

的とし非公募で選定するものです。 

 続きまして、選定関係書類についてご説明いたします。 

 資料４－２「千葉市大宮スポーツ広場選定要項」をお願いいたします。 

 「選定要項」におきましては、千葉ポートアリーナと同様に、第２回スポーツ部会で説

明いたしました「こてはし温水プール」、「スポーツ施設・都市公園施設・花島コミュニテ

ィセンター」の「募集要項」とおおむね同様となってございますので、相違点を中心に説

明をさせていただきます。 

 最初に、３ページをお願いいたします。 

 「３ 選定の概要」についてでございます。 

 「（１）管理対象施設」は千葉市大宮スポーツ広場で、「（２）指定期間」は「令和３年４

月１日～令和８年３月３１日」までの５年間でございます。 

 「（４）選定の手順」でございますが、「選定要項」等の交付を令和２年８月６日から行

い、提案書類以外の提出書類を８月２１日に、提案書類を９月７日に受け付けいたしまし

た。 

 今後、本日の選定結果を受けまして、選定結果を通知した後、仮協定を締結し、令和２

年第４回定例会において指定の承認後に基本協定を締結する予定でございます。 

 次に、「４ 管理対象施設の概要」についてでございますが、こちらは記載のとおりとな

っております。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 「（３）指定管理者制度導入に関する市の考え」でございますが、表をご覧ください。 

 「成果指標」を「利用者数」とし、「数値目標」については、過去の実績から目標値を設

定し、年間１万４千人以上としてございます。 

 「５ 指定管理者が行う業務の範囲」以降１０ページまでは、省略をさせていただきま

す。 

 次に、１１ページをお願いいたします。 

 「９ 経理に関する事項」でございます。 

 「（１）指定管理料」でございますが、本施設におきましては、使用料制度を導入してお

ります。そのため、「指定管理委託料」と「管理運営費」は同額となります。 

 本施設においては、地元の自治会等で構成される管理運営委員会を非公募で指定するも
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のであることから、安定した管理運営を行うためには、その経費については市からの委託

料で賄う必要があるためです。 

 指定管理料の基準額でございますが、大宮スポーツ広場における指定期間全体の指定管

理料の基準額は、５年間の総額で１，２４１万円でございます。 

 その他の項目につきましては、第２回スポーツ部会においてご説明させていただきまし

た、ほかの施設の「募集要項」と同様となってございますので省略させていただきます。 

 「選定要項」につきましては以上でございます。 

 次に、資料４－３「指定管理者管理運営の基準」でございます。 

 「管理運営の基準」につきましても、「選定要項」同様に第２回スポーツ部会においてご

説明させていただきました、ほかの施設との相違点を中心に説明をさせていただきます。 

 最初に、３ページをお願いいたします。 

 「第２ 施設の概要等」、「１ 施設概要」については、記載のとおりとなっておりま

す。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 「選定要項」で説明いたしましたが、本施設においては使用料制度を採用してございま

すので、「（５）使用料制度の留意点」としまして「ア 使用料の徴収」、「イ 使用料の減

免」、「ウ 使用料の徴収・管理」について定めてございます。 

 以降、１８ページまで、第２回スポーツ部会において説明させていただきました、ほか

の施設と同様となっておりますので省略をさせていただきます。 

 次に、１９ページをお願いいたします。 

 「第６ その他の重要事項」でございます。 

 「１ 修繕」に関しては、軽微なものを除き原則として市が実施することとしておりま

す。 

 「管理運営の基準」につきましては以上でございます。 

 次に、「選定基準」について説明をさせていただきます。 

 資料４－４をお願いいたします。 

 説明に入ります前に資料の訂正をお願いいたします。 

 １ページの「１ 審査方式」の上から８行目、下からですと、３行目になりますが、「○

○局」となっている箇所がございます。こちら「市民局」に訂正をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

 「審査項目」、「評価基準」につきましては、おおむね指定管理者制度の担当部署である

業務改革推進課の作成した「選定基準」のひな形のとおりとなっておりますが、主なポイ

ントについて説明をさせていただきます。 

 まず、４ページをお願いいたします。 

 「３ 提案内容審査」、「（１）審査方法」をご覧ください。 

 非公募施設におきましては採点を行わないことから、「判定結果」を「○」あるいは「×」

としてございます。 

 審査の結果、委員のうち１人でも「×」の評価を行った項目がある場合には、選定評価

委員会において協議を行っていただき、記載されているいずれかの対応を決定することと
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なります。 

 次に、５ページの「（２）審査項目及び審査の視点」でございますが、各審査項目におけ

る判定基準について記載してございますので、そちらの基準に基づき判定をお願いいたし

ます。 

 その他の変更点について説明いたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 「５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること」ですが、他の施設において

は、収入を含む見積の妥当性を判定するものとしてございますが、本施設においては、使

用料制度を採用しているため、支出のみの妥当性を判定することとなります。 

 「選定基準」につきましては以上でございます。 

 次に、形式的要件審査結果についてご報告をさせていただきます。 

 資料４－１をお願いいたします。「形式的要件審査（第一次審査）結果」についてでござ

います。 

 大宮スポーツ広場管理運営委員会は、申請資格の各要件を満たしており、かつ失格事由

に該当しないことを確認いたしました。 

 なお、「ケ 暴力団密接関係者でないこと」につきましては、照会中となっておりますが、

昨日、警察から回答をいただきまして、失格事由に該当しないことを確認いたしました。 

 続きまして、提案内容審査における審査項目のうち、提出書類の内容を基に、事務局に

おいてあらかじめ審査した項目について、ご報告いたします。 

 資料４－５「審査票」をお願いいたします。 

 「その他」、「（２）市内雇用への配慮」でございますが、施設従事者に占める市内在住者

の割合は１００％でございました。 

 「（３）障害者雇用の確保」に関しましては、当該団体においては、対象外となっており

ます。 

 形式的要件審査結果報告及び提案内容審査結果報告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、何か質問はございませんでしょうか。 

 すみません、私から１点。先ほど、非公募のことについては合理的な理由というか、ご

説明において、私には歴史的な経緯と聞こえたのですけれども、それ以外、何か効率的な

運営ということをおっしゃっていたような気がしましたけれども、具体的にどういうこと

が効率的な運営に資するのかというのを教えていきたいのですが。 

○山﨑スポーツ振興課長  こちらにつきましては、地元に密着した施設、もともと自治

会だとか、地元の推進委員さんが中心に使っていた施設ということでございます。管理す

る団体につきましても、その方々で構成された団体ということで、密接した管理だという

ことで考えております。 

○横山部会長  施設の特性がそうであるからということで、合理的であるということで

しょうか。 

○スポーツ振興課職員  付け加えさせていただきますと、これまでの年度評価でもご報

告させていただいておりますが、地元の方々が使っていらっしゃる施設でして、指定管理
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者が地域の自治会さんを中心とした団体ですので、例えば町内の掲示板、又は自治会を通

した口コミ、そういったもので施設の利用者の方々に周知するというような手法が取られ

ている。使い方についても、その方々のご意見をきちんと取り入れながら運用ができてい

るというところで、合理性ですとか、経済性、そういったものが担保できているのかなと

いうふうには認識しています。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ほかに質問、よろしいですか。 

（なし） 

○横山部会長  では、続きまして、提案内容審査に入ります。 

 「審査表」の２の「（１）団体の経営及び財務状況」について、公認会計士でいらっしゃ

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。 

（※経営及び財務状況に関する意見交換の経過については、千葉市情報公開条例第７条第

３号に該当する情報（法人等情報）が含まれているため、表示していません。） 

○横山部会長  では、これから「大宮スポーツ広場管理運営委員会」へのヒアリングを

行います。 

 大宮スポーツ広場管理運営委員会の皆様をこちらへご案内ください。 

［千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会 入室］ 

○横山部会長  では、これからヒアリングを行いたいと思います。どうぞよろしくお願

いします。 

 これから１０分間で、本日のご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、ご回答の

ほどよろしくお願いします。 

 では、お願いします。座ったままで結構です。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  千葉市大宮スポーツ広場管理運営

委員会です。よろしくお願いいたします。 

 まず、今日の出席者の職員ですけれども、私、事務局を担当しています小川と申します。 

 こちらは施設管理者の松下でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、「提案書」について、ご説明させていただきます。 

 時間の都合もございますので、主要な項目についてのみ説明させていただきます。 

 １ページ目をご覧ください。 

 市民の平等な利用を確保するものとして、（１）にあります、「管理運営の基本的な考え

方」となっております。当会としましては、指定管理制度を単なる業務委託ではなく、市

と、指定管理者が適切なパートナーシップにより、公の施設の管理者として効果的な管理

を目指してございます。 

 次に、２ページ目でございます。 

 「管理運営の執行体制」でございます。当会は、地区体育振興会、町内自治会、スポー

ツ推進委員、スポーツ団体等の代表をもって構成しております。構成員の中から運営委員

会の責任者として、会長会、役員を互選で定めてございます。 

 「組織体制」としては、ページの下部に記載してあるとおり、全部で１０名で管理に当
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たっています。会長をはじめ、会計までであります。 

 次に、飛ばしまして８ページ目をご覧ください。 

 「（６）施設の保守管理の考え方」。施設の保守管理の考え方ですが、関係法令の定めを

参考に日常点検や定期点検などを行います。点検などにおいて損傷などを発見した場合に

は、速やかに市に報告の上、修繕の実施について決定するとしております。 

 次に、９ページでございます。 

 「（７）設備及び備品の管理、清掃、警備等」でございます。設備の正常な機能を保持し、

利用者が安全で快適に施設を利用できるよう、点検や保守を毎日行ってございます。 

 次に１０ページでございます。 

 上のほうの清掃業務となっております。清掃業務についても、利用者が快適に活動でき

る清潔な状況を保てるよう、日常的に清掃や定期清掃を行ってございます。 

 次に、１１ページでございます。 

 「（１）関係法令等の遵守」でございます。関係法令の遵守については、千葉市個人情報

保護条例や千葉市行政手続条例などの関係法令を遵守してございます。 

 次に、飛びまして１５ページでございます。 

 （３）でございまして、「施設利用者への支援計画」ということでございます。常にサー

ビスの提供者であることの認識を持ち、利用者が快適で安心して利用でき、再び利用した

いと思えるように利便性や公平性、安全性に配慮した心のこもった接客と親しみの持てる

接客を心がけてまいります。施設を利用する方には、ご高齢の方も多いため、接客時には、

３点ありますけれども、ゆっくり、分かりやすく、丁寧に話すように心がけてございます。 

 次に、１６ページでございます。 

 「施設の利用促進の方策」でございます。市民の利用促進や利用拡大を図るため、回覧

板等の方法により効果的な広報、宣伝活動を行います。また、本施設の利用者の多くは周

辺にお住まいの方であることから、声かけによる利用促進も行っております。なお、市政

だよりなどによる広報については、市と協議しながら行ってまいります。 

 次に、１７ページの下段のほうでございます。 

 「利用者の苦情等があった場合の対処方法について」でございます。利用者からの苦情

等については、誠意を持って対応するように努めるとともに、速やかに市に報告いたして

ございます。また、どのようなケースであっても安易な対応を行わず、誠意ある適切な初

期対応を心がけてまいります。 

 次に、２０ページをご覧ください。 

 「収入支出見積りの妥当性」については、過去の実績を考慮し、計上してございます。

なお、人件費については、近年の最低賃金の上昇などを考慮して算出してございます。参

考としましては、最低賃金ですけれども、現在、平成元年で１時間当たり９２３円でござ

いますか、これで計算してございます。 

 次に、２３ページをご覧ください。 

 「市内雇用への配慮」でございます。市内雇用への配慮については、当館の職員は全員

が市内在住者で構成されてございます。会長をはじめ、会計まで、１０人で委員会を構成

してございます。 

 以上が千葉市大宮スポーツ広場指定管理者選定にかかる提案の大まかな説明でございま
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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。 

 では、委員の皆様からご質問がございましたら、お願いします。 

 小野寺委員。 

○小野寺委員  運営委員会の会則を見ますと、本委員会の構成員については、地区スポ

ーツ振興会、町内自治会、スポーツ推進委員、スポーツ団体等の代表をもって構成すると

ありますけれども、ご提出いただいている名簿、それからこの「提案書」にある１０人の

方、「提案書」でいうと３ページに会長から会計までは１０人いますけれども、この１０人

の方の所属を教えていただけますか。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  所属ですか。 

○小野寺委員  構成員は、自治会だとかスポーツ振興会だとかの代表をもって構成する

とあるのですけれども。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  それは調べまして、ちょっと。 

○小野寺委員  難しいですか。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  すみません。 

○小野寺委員  例えば、みんな自治会の人、この表では。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  私たちは自治会です。 

○小野寺委員  気になる点は、特にお聞きしたいのは、この３ページでいうところの、

報酬が出ていない人たち、無報酬でやってくださっている、構成員になってくださってい

るのですけれども、多分どこかの、例えば会計監査とかであれば、自治会とかのほうの監

査担当の監事とかではないかなと推測をするのですけれども、どういう人たちなのかなと

少し気になったので。であれば、分かりましたら後で教えていただけますか。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  ６番目の委員と書いてございます

けれども、この方は自治会の会長さんでございます。 

 ５番の会計監査の方は、この方は、前までは自治会の執行部のほうに入っておりました

けれども、今はボランティア活動をやっているような。 

○横山部会長  逆の聞き方をして、例えばスポーツ団体の代表の方というのは、どなた

なのかとか、そちらのほうが分かりやすいかもしれないですね。 

○小野寺委員  そういう人がもしいれば。自治会の方というのは、今、いらっしゃいま

すか。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  本澤さんが、委員さんですけれど

も、これはスポーツ団体のほうでやっておりまして、６番の委員さんですけれども。 

○横山部会長  ちなみにどういうスポーツの団体なのですか。 

○大宮スポーツ広場管理運営委員会（松下）  スポーツ全般的に。 

○横山部会長  即答できなければ結構です。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  では、調べまして。 

○小野寺委員  今ではなくていいので。時間がないので。おおむね分かりました。 

 これは１０人を選んで、報酬がある人は常駐しているのでしょうけれども、これをやっ

てくださる人は、今後も集まりますか。 
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○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  これはボランティアさんといいま

すか、大宮地域の自治会の会員さんですか、その方に頼んでやっていただいているのです

けれども、自治会長さんなり、それなりにほかの方と話をしながら、これは選ぶことはで

きます。 

○小野寺委員  今どき結構、自治会の役員さんも成り手がなかなかない、それで若手が

いないからということがよくありますけれども、そこに関しては大丈夫なのですか。そう

いう心配はないですか。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  それは大丈夫です。ボランティア

でやっていただける方が結構いますので。 

○小野寺委員  分かりました。 

○横山部会長  小川委員。 

○小川委員  ちなみに会長さんというのは、現在も立石さんですか。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  現状は立石です。 

○小川委員  それともう一つ、植栽維持管理等で、施肥、除草や病害虫の防除、それか

ら剪定等、これは業者へ委託ではなくて、職員の方がやっているのですか。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  はい。管理者で対応しています。 

○小川委員  管理者がやっていると。分かりました。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  業者へ委託しますと、やはり相当

なお金がかかりますので、できるところは管理者が全部。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  それと利用している方が手伝って

くれて、あそこの草刈りやりましょうということ言ってくださって、やってくれます。 

○小川委員  よい関係が保てているのですね。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  そうです。 

○横山部会長  内山委員。 

○内山委員  どこの町内でもそうですけれども、どうしても高齢者が多くなって、だん

だん、ましてや大宮のところは駐車場がないから遠くからは行けないではないですか。そ

うすると、どうしてもいつも同じようなことを聞くのですけれども、利用者を探すという

か、利用者を増やすような方法というのは、なかなか大変だと、今、これは市政だよりと

か、市と連携して、あとは町内の回覧等々で募集すると書いてありますけれども、実際、

それだけではなかなかこの１万４千人というのは大変だと思いますけれども、その点はい

かがですか。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  今、利用者が大分減っておりまし

て、平成２８年度には大体１万６千人程度いたのです。それも大体１年ごとに５千人ぐら

いずつ利用者が減ってきています。今年は特にコロナの関係で、９月現在で２千人しかい

ないのです。今後、利用者は増えるかと。野球場とかテニスコートしかないのですけれど

も、それは結構申込みがありますので、今後は少し持ち直すのではないかというふうに考

えております。 

 あと、野球場のほうは、土日が結構、クラブで使っていまして、そのほかは、平日はグ

ラウンドゴルフとかそういうもので埋まっているのですけれども。そういう状況で、利用

はしてございます。 
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○横山部会長  よろしいでしょうか。 

 私のほうからも、欠席委員から質問事項を預かっておりますので、幾つかお尋ねしたい

と思います。 

 一つ、今のコロナの関係を少しご説明いただきまして、利用者数が相当減っている。２

千人ぐらいというふうにおっしゃいましたが。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  ９月現在でそれぐらいです。 

○横山部会長  前年比でどれぐらい減っているような感じですか。１万人近く減ってい

るのですか。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  令和元年度は１万１，５００人程

度でしたので。 

○横山部会長  まだ何か月かありますので、七、八千人は減っているという、そんな勘

定ですか。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  そうですね。７月、８月、９月で

２千人です。ですから、３か月で２千人ですけれども、テニスをやる人も野球をやる人も

大体同じぐらいなので、今年は６千人ぐらいか、その辺りだと思いますけれども。 

○横山部会長  昨年より半減するような見込みですかね。 

 逆に、経費が増加しているようなことはありますか。例えば、施設でよくアルコールと

か、そういう消毒の設備がありますけれども、何かそういうので費用かさんでいるという

現状はあるのですか。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  利用者の体温測定などをやる場合

には、大宮自治会のほうで体温を測定するものがありますので、貸出しながら。 

○横山部会長  自治会から借りているということですか。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  はい。自治会とか、ほかの競技団

体がありますので、社会福祉協議会とか、そういうところが持っていますので、そこで機

具を利用してやっている。 

○横山部会長  では、直接、経費増にはつながっていないのですか。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  はい。これからそろえなければい

けないかなというふうには思っていますけれども。少し費用がかかります、なるべくかか

らないような形でやっていきたいなと思います。 

○横山部会長  分かりました。 

 それとあと、預かっている質問で、１８ページの関係で、施設の事業の効果的な実施に

関して。利用者が満足を得られるような管理運営を行っていますというふうに書いてある

のですけれども、利用者の満足を得られるような管理運営とは、具体的にどういうことを

お考えなのかということをお聞きしたいようです。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  毎年、１回アンケートを実施して、

意見を吸い上げています。 

 それと、ご意見箱というのを設置して、常時、意見を吸い上げております。 

○横山部会長  調査の方法ということですけれども、何か管理運営において、先ほども

少しご説明があったところかもしれませんけれども、特に、実際の利用者である高齢者に

配慮したような接遇というか、先ほどの利便性、公平性、安全性に配慮した運営をしてい
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くということ。そういうようなことでよろしいでしょうか。 

 すみません、聞いておいて答えてしまいましたのですけど、ごめんなさい。予想外の質

問だったので。 

 あと、もう一つ、預かっている質問です。ご説明にあったところです。１９ページの利

用者数の目標なのですけれども、特に、想定している利用者の年齢層について、何かお考

えがあれば。特に、新規の利用者、特に若年層の利用増に向けて、何かお考えがあれば教

えていただきたいと思いますけれども。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（小川）  若年層は、やはりテニスコートも

１面しかございませんので、なかなか土日はいっぱいなので、入り込めないような状態な

ので、それをうまく利用できるような、活用できるような形も取っていかなければいけな

いと思っていますけれども、グラウンドのほうにつきまして、少年野球なり、何なりに活

用していただければありがたいと思いますけど、やはり大人の方と土日で抽選になってし

まいますので、その辺りの取扱いをどうするかという。 

○横山部会長  今現在、定期的にそこを利用しているリトルリーグとか、競技団体とか

はあるのですか。ホームグラウンドとしているというか。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（松下）  少年野球が２グループ。そして、

青年のソフトグループが２グループ。それと、老人クラブみたいなソフトボールクラブが

一つ、入っております。 

○横山部会長  どうしても土日に集中してしまう。 

○千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会（松下）  土日に集中ですね。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ほか、ご質問等ございますでしょうか。 

(なし) 

○横山部会長  では、ほかに質問がないようですので、これでヒアリングを終了させて

いただきます。どうもありがとうございました。 

［千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会 退室］ 

○横山部会長  では、委員の皆様は今のヒアリングの結果を踏まえて、審査をお願いし

ます。審査が終わりましたら、「審査表」を事務局職員に渡してください。 

［採点・休憩］ 

○横山部会長  では、議事を再開いたします。 

 事務局より集計結果のご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、「審査結果集計表」をご覧願います。 

 すべての審査項目につきまして、全委員が「○」、「管理運営の基準」等で設定した水準

どおりの業務が行われることが見込まれるとご判断されております。 

 以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 それでは、この集計結果を踏まえ、当部会としては「大宮スポーツ広場管理運営委員会」

の提案内容は、「管理運営の基準」等を満たしたものと判断し、千葉市大宮スポーツ広場の

管理を適切かつ確実に行うことができるものと認めてよろしいでしょうか。 
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（異議なし） 

○横山部会長  では、意見交換に移ります。 

 次期の指定期間中の管理運営において特に留意すべき点など、申請者の提案内容につい

て、ご意見やご要望はございますでしょうか。 

 内山委員、何か。 

○内山委員  もう言うことは大体同じになってしまいます。先ほど、結局は、あそこに

来るお客を、あそこは駐車場の問題でどうしても限定されるということで、そこのところ

を対応してあげないと、あそこで管理する人は大変だなと思います。そこを対応するのは

市ですけど。だから、そこの問題をクリアしていただければ、もう少し利用者が増えるか

なと思う。その辺りが一番難しいところではないかなと思うのですけれども。 

○横山部会長  駐車場、車での利用について、市と協議していただきたいということで

すか。 

○内山委員  はい。 

○横山部会長  ほかにご意見はございますでしょうか。 

 では、私のほうから先に申し上げてしまいますと、やはり利用者数の維持、あるいは可

能であれば増加に努めていただきたいということです。 

 あと、施設として、多目的広場という、正直よく分からない施設がありますけど、ここ

の有効活用について、委員会としても考えていただきたいというところです。これが駐車

場にできれば一番いいとは思うのですけれども、なかなかそうはいかないのかもしれませ

んけれども。 

 ほかにご意見はございますでしょうか。 

 お願いします。 

○小野寺委員  一定の利用者がいるということは理解できたのですけれど、同じような

話で、利用促進については、回覧板とか、声掛けとか、あるいは広報誌、お金がない中で、

そのくらいしか現状できないのだとは思いますけれども、今後の存続にも関わることだと

思いますので、ぜひとも、効果的な広報活動を行っていただいて利用者数の目標を達成し

ていただきたいなというのを意見として申し上げます。 

○横山部会長  効果的な広報活動に努めていただきたいと。 

○小野寺委員  はい。 

○横山部会長  小川委員、何か。 

○小川委員  私は特にはないのですけど、以前、聞いたときは、少年野球、リトルリー

グはもうゼロの状態だということだったのですが、今聞いたら２チームほどやっていると

いうことで、それは努力してやったということかなということで評価したいと思います。 

 やはりこれは場所的に、もう大宮団地自体が、本当に人口減少している地域で、これを

増やすというのも、かなり実際は大変なのではないかと思うのですけれども、そうはいっ

ても、引き続き、今、小野寺副部会長が言われたとおり、広報活動をもう少しやって、増

やしていければと、願望です。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ただいまのご意見としまして、車の利用者の利用促進について市と協議をしていただき

たいというようなこと。利用者数の維持、可能であれば増加に努めていただきたいという
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こと。多目的広場の有効活用について検討していただきたい。利用促進のための効果的な

広報活動について努めていただきたい。そういうご意見がございました。 

 これらにつきましては、施設所管課から、大宮スポーツ広場管理運営委員会にお伝えい

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

よう、よろしくお願いいたします。 

 では、次に、「千葉市宮崎スポーツ広場」の審査を行います。 

 それでは、事務局より非公募となった経緯及び「管理運営の基準」等、形式的要件審査

（第一次審査）の結果について、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、宮崎スポーツ広場についてご説明いたします。 

 次期指定期間を非公募とした経緯についてでございますが、大宮スポーツ広場と同じで

あるため省略させていただきます。 

 続きまして、選定関係書類について説明いたします。 

 資料５－２「千葉市宮崎スポーツ広場選定要項」をお願いいたします。 

 「選定要項」におきましては、大宮スポーツ広場と同様になってございますので、相違

点のみ説明させていただきます。 

 最初に、４ページをお願いいたします。「（３）指定管理者制度導入に関する市の考え」

でございます。表をご覧ください。 

 「成果指標」を「利用者数」とし、「数値目標」を「年間９千人以上」としてございます。

こちらも大宮スポーツ広場と同様に、過去の実績から算出しておりますが、結果として、

現指定期間と同じ数値目標となっております。 

 「５ 指定管理者が行う業務の範囲」以降１０ページまでは、省略をさせていただきま

す。 

 次に、１１ページをお願いいたします。「９ 経理に関する事項」でございます。 

 「（１）指定管理料」でございますが、本施設においても、使用料制度を導入しておりま

す。指定管理料の基準額でございますが、指定期間全体の指定管理料の基準額は、大宮ス

ポーツ広場と同額で、５年間の総額で１，２４１万円でございます。 

 以降、大宮スポーツ広場と同様となってございますので省略をさせていただきます。 

 「選定要項」につきましては以上でございます。 

 次に、資料５－３「指定管理者管理運営の基準」をお願いいたします。 

 「管理運営の基準」につきましても、「選定要項」同様に大宮スポーツ広場と同様となっ

ておりますので、相違点のみ説明をさせていただきます。 

 最初に、３ページをお願いいたします。 

 「第２ 施設の概要等」、「１ 施設概要」でございますが、こちらは記載のとおりとな

っており、大宮スポーツ広場と同様に地元の方に多く利用されている施設でございます。 

 以降、大宮スポーツ広場と同様となってございますので、省略をさせていただきます。 

 「管理運営の基準」につきましては以上でございます。 

 次に、「選定基準」についてご説明いたします。 

 資料５－４をお願いいたします。 

 説明に入ります前に、資料の訂正をお願いいたします。１ページ、「１ 審査方式」の上

から８行目、「○○局」となっておりますが、こちらを「市民局」に訂正をお願いします。 
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 訂正は以上となります。 

 その他については、大宮スポーツ広場と同じ内容となってございますので、説明につい

ては省略をさせていただきます。 

 「選定基準」につきましては以上でございます。 

 次に、形式的要件審査の結果についてご報告いたします。 

 資料５－１「形式的要件審査（第一次審査）結果」をお願いいたします。 

 宮崎スポーツ広場管理運営委員会は、申請資格の各要件を満たしており、かつ失格事由

に該当しないことを確認いたしました。 

 なお、「ケ 暴力団密接関係者でないこと」につきましては、照会中となっておりますが、

昨日、警察から回答をいただき、失格事由に該当しないことを確認いたしました。 

 続きまして、提案内容審査における審査項目のうち、提出書類の内容を基に、事務局に

おいてあらかじめ審査した項目について、ご報告いたします。 

 資料５－５「審査票」をお願いいたします。 

 「その他」、「（２）市内雇用への配慮」でございますが、施設従事者に占める市内在住者

の割合は１００％となっております。 

 「（３）障害者雇用の確保」に関しましては、当該団体においては、対象外となっており

ます。 

 形式的要件審査結果報告及び提案内容審査結果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。ただいまのご説明について、何かご質問ござ

いますでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  では、続きまして、提案内容審査に入ります。 

 「審査表」の２の「（１）団体の経営及び財務状況」について、公認会計士でいらっしゃ

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。よろしくお願いい

たします。 

（※経営及び財務状況に関する意見交換の経過については、千葉市情報公開条例第７条第

３号に該当する情報（法人等情報）が含まれているため、表示していません。） 

   

○横山部会長  まだ、いらしていないですかね。 

 では、しばらく休憩ということになりますでしょうか。 

 では、委員会の皆様がいらしたら再開ということで、よろしくお願いします。 

［休憩］○横山部会長  では、事務局、よろしいでしょうか。 

［千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会入室] 

○横山部会長  では、これから、「宮崎スポーツ広場管理運営委員会」へのヒアリングを

行いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、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、お答えい

ただきますようお願いします。 

 では、よろしくお願いします。座ったままで結構です。 
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○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（森井）  今、ご紹介いただきました、千葉

市宮崎スポーツ広場運営委員会でございます。よろしくお願いいたします。 

 まずは、今日、出席しているメンバーをご紹介します。 

 私、会長の森井と申します。 

 そして、隣にいますのが会計事務を担当しています水上です。 

 以上、２人で来ました。よろしくお願いいたします。 

 それでは、水上のほうから、提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  それでは、早速、「提案書」のご説

明をいたします。 

 早速ですが、１ページ目をご覧ください。 

 「市民の平等な利用を確保するものであること」ということで、これを基本的な考え方

として、当会としても、千葉市のスポーツ広場設置管理条例などを遵守して、市の代行者

として役割を十分認識した上で、その責務を果たしてまいります。 

 続いて、２ページをご覧ください。これは「施設の管理を安定して行う能力を有するこ

と」となっております。 

 「管理運営の執行体制」ですけれども、私どものほうでは、スポーツ振興会、それから

町内自治連絡協議会、それから学校体育施設開放委員会、地元町内会の会長や委員をもっ

て構成しております。 

 「組織体制」としては、隣の３ページに記載しておりますが、会長、副会長、その他で、

合計１５名で管理を行っております。後で、もう少し詳しい名簿が出てきます。 

 それから、その裏に少し詳しい名簿が４ページに出てきますが、これは省略します。 

 それから、５ページ、この辺りは、飛ばしまして、９ページ、施設の管理を安定して行

うということですが、その管理の考え方としまして、いろいろな法令、規則などがありま

すが、そういうものに基づきまして、利用者が安全に、そして快適に利用できるように点

検、それから、問題があれば修繕補修を行ってまいります。 

 それから、何か問題がある場合には、必ず市のスポーツ振興課のほうと協議の上、是正

していくと、修理したりなどしていくことを、これまでも行っておりますし、これからも

行ってまいります。 

 その次が、１０ページですが、「設備及び備品の管理、清掃警備等」ということなのです

が、今、市の保有している備品というのは特にございません。私どもが購入して設置して

いるエアコンとか、冷蔵庫、いろいろなものございますが、それはもちろん、きちんと管

理してまいります。 

 建物に関しましても、雨漏りとか、いろいろな不具合が出た場合には、早期発見をして、

市と協議して、補修いたします。 

 あと、「植栽維持管理の考え方」なのですが、利用者の安全性と美観面、それから、テニ

スなので、ボールが、草が伸びてしまうとその中に入ってしまうという問題もありまして、

そういうことのないように完全には除草はできないのですが、随時、除草作業、それから

おかしな状態で枝が伸びてきているものの剪定、そういうものを行っております。薬剤の

散布も年に１度ぐらい利用者がいないときに軽く実施しています。 

 それから、１１ページですが、「施設の清掃管理」、これは、テニスコートの受付事務を
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やっているメンバーで毎日、清掃を実施しております。トイレももちろん実施しています

し、ほかのものも清掃は行っております。 

 それから、あと、その下の「保守警備業務」というのがあるのですけれども、何か起き

たら関係先に連絡するのですけれども、利用者に対しては、禁煙はしておりますが、防犯

の特別な処置というのは行っておりません。禁煙は実施しています。 

 それから、１２ページ、「個人情報の保護」ですが、個人情報の保護に当たっては、これ

ももちろん関係法令などがありますし、市のほうからも指導もございますので、指定管理

者としての自覚を持って取扱いを、細心の注意をもって行っております。 

 例えば、今回もコロナ対策で、いろいろな個人情報、受け付けるときに個人情報をいた

だいています。それは、鍵のかかるところに毎日保管しております。まだ、廃棄はしてい

ないのですが、どれぐらいコロナは継続するか分からないので、３か月ぐらいたったら廃

棄しようかなと思っています。また、ご相談したいと思います。 

 あと、次は、飛びまして、１７ページ、これは「施設利用者への支援計画」ですが、安

心して利用できるように、快適に利用できるように、そして、もう一度利用しようという

ふうに継続できるようにサービスの向上を目指しております。 

 ただ、コート面とか、いろいろな面で、簡単には直せない部分もありますが、直せると

ころは直しながら、快適にできるように努めております。テニス大会などもその一つです。 

 次が、１８ページです。「施設の利用促進の方策」としては、市政だよりの掲載や回覧板

などの方法により周知しようとしておりますが、これまでは、回覧板で周知しております。

それを行った結果、若干ですが、昨年から増加してきております。 

 それから、１９ページですが、利用者からの苦情ですけれども、これまでも幾つかござ

いました。そういうものに対して、誠意を持って対応するように努めて、もちろんすぐに

市のほうに報告して相談してまいります。 

○文化振興課職員  時間ですので説明を終了してください。 

○横山部会長  まだ、ありますかね。これは非公募で、他の応募者との公平を考える必

要がないと思いますので、一通り聞いてよろしいですかね。事務局よろしいですね。 

 では、最後までお願いします。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  では、２２ページです。「支出の見

積」ですが、過去の実績を考慮して見積もっております。上限が提示されていますので、

それに合わせたというか、人件費がこれまで一部抑えてきていまして、消費税が上がった

後も、それを入れておりませんので、最低賃金の増加の傾向に合わせて、若干の増加を加

えております。実質的には、年間１９５万円が２１０万円ぐらいになります。 

 それから、「市内雇用の配慮」については、雇用というか、５人全員が受付も含めて、千

葉市内の人間で、もちろん近隣になります。 

 ということで、少し駆け足でしたけれどもご説明を終わります。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 では、委員の皆様から質問がございましたら、お願いします。 

 小川委員、どうぞ。 

○小川委員  先ほど、コロナ対策として、取得した個人情報を二、三か月して処分する

というようなことを少しおっしゃっていましたが、具体的にはどういう個人情報なのかが
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１点です。 

 それともう一つ、利用者からの苦情等を誠意ある適切な対応を図っているということだ

ったのですけれども、具体的に何か、二、三例があれば、どういう苦情があったのか。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  まず、コロナの。 

○小川委員  取得した個人情報を、先ほど、たしか二、三か月で処分するということで

したが、それはどういう個人情報。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  代表者は、住所、氏名、電話番号、

それから身体状況、全部書くのですが、それ以外の人は、連絡先、それと本日の健康状況、

これを書くようにしています。それをＡ４の１枚に書いてもらっていまして、それをとじ

ているのですけれども、個人情報なので、机の引き出しの鍵のかかるところに毎日収納し

まして。今、コロナが発生したときに、その時間帯にいた人に連絡をしなくてはいけない

ので、それが実際に利用した日からどれぐらいたてば、もう消してしまっていいのかとい

うのが分からないものですから、それは相談して決めたいと。そうしたら、その期間を過

ぎたらシュレッダーします。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（森井）  ４人一組でやっていただいている

のです。それぞれ４人の代表者に書いてもらって、代表者の方には、必ず連絡が取れるよ

うに。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  あともう一つ、何でしたか。 

○小川委員  苦情、何かもし具体的に二、三例があれば、どんな苦情か。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  苦情は、例えば、あまりないので

すけど、一番多いのは、コート面の剥がれが大きくなっているので補修してほしいという

のが毎年出ていまして、この間、スポーツ振興課、市のほうで調査に来ていただいていま

す。 

 それから、つい最近は、これも壊れたばかりなのですけれども、ベンチが破損したので、

このベンチは、私どものほうで持っているベンチだと思うのですけれども、昔のなので分

からないです。それを今、出しているのですけれど、そうすると部屋の更衣室のベンチが

なくなっているので入れてほしいという要望が来て、これは、今期の予算で余っているの

が結構あるのですけれども、それをネットとか、エアコンとか、冷蔵庫とか、いろいろ買

いたいものをそれで更新しようということで、これもできると思います。４万円ぐらいに

なるのですが。 

 あとは、コートの時計が壊れまして、大きな時計なのですけれども、なかなか直らなく

て、一度直したのがまた壊れたのです。それで、急ぐので、しようがないので運営費のほ

うから出して、合計２２万円かかったのですけど、直しました。 

 その二つだけです。 

○小川委員  分かりました。 

 最後にもう一つ、４月からちょうど約半年たったわけですけれども、このコロナの影響

です、例年と比べて利用者数はどのくらい減少したか、もし分かれば大体で。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  すみません、持ってきていないの

ですけど、丸々２か月以上、利用を中止していたのです。市のほうからの指示ですけれど

も。その間の予約の受付とか、いろいろな片付けとかで、全部、受付の人が休んでいたわ
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けではないのですけれども、ほぼ、たしか２か月ぐらいだったと思います、休止していま

した。それもあって、予算が更に余りました。受付の人に出すものがなくなったので。 

○横山部会長  ほかにご質問はございますか。 

 内山委員。 

○内山委員  これもまた市民の方が管理をされているから、大変は大変だと思うのです

けれど、今はコロナだけど、実際に夏場というのは今、酷暑と、結構暑いではないですか。

そのときの利用者は多少は減りますか。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  たしかあまり減っていないです。 

○内山委員  夏場の時間は、例えば５時ではなくて７時頃までやれるとか、そういうこ

と。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  やっていないです。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（森井）  時間はぴったり。 

○内山委員  時間は同じ。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（森井）  はい。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  冬は確かに５時というと少し。我々

にとっては別に何ともないのですけど、実際にテニスやっている方は、少し暗くてやりに

くいと。日常生活では少しも暗いとは思わないのですけれども、というのもありますので、

確かにそれは何か考えなくてはいけないかもしれません。 

○内山委員  だから夏場は、昼間は暑いから、５時から７時頃まで対応できるとか、そ

ういう運用方法はどうかなと思って。管理する人は大変なのは分かるけれども。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  一応、今、指定管理のルールでは、

９時から５時というふうに決められていて、特別に変えたいときは、市のほうと相談して

変えることはできると思います。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（森井）  若干、真夏ですと、やはり昼ぐら

いの時期が、ふだんよりも少し落ちる。やはり暑いですから、真夏の１２時から２時ぐら

いまでは。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  でも、一番厳しいのは、雨です。

雨と風。今年は特に雨が多いので、コロナと雨の両方でやられています。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（森井）  雨が降ると、少しだけぬれるとコ

ートが滑りやすいのです。だから、やはり雨が降ると敬遠されます。 

○横山部会長  小野寺委員、お願いします。 

○小野寺委員  「提案書」の４ページ、５ページをご覧いただきたいのですけれども、

４ページに詳しく人員の配置、役割を書いていますけど、それに対し、５ページ、配置場

所として管理等９時、５時で会計事務が、事務が交代で対応というのが載って、これは常

時、１人ということでしょうか。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  通常は１人です。 

○小野寺委員  １人で事務所にいて、受付もするし、会計もするかもしれないし、あと、

毎日清掃とあるから、お客さんが来ていないときに清掃したり、見回りしたりとか、全部

１人でやっていらっしゃると。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  そうです。何かあったときは、も
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う１人、２人、私が行ったりしますけれども。 

○小野寺委員  それに対して、４ページのほうを見ると、日数が入っているのが今の管

理等に入る１人分プラスアルファで１５番の人が予備みたいな、そんな位置付けに見えて。

会長さんというのは適宜だから日数は入っていないですけれども、今のご説明を聞くと物

すごいよく分かっていらっしゃるから、結構出勤されているということですか。そんなこ

とないですか。 

○横山部会長  会長さんがということ。 

○小野寺委員  会長さんが。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  会長さんは。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（森井）  私ですか。私も近くにいますから、

たまに行って、すぐ上が公民館ですから、私も公民館に用事に行ったりするときには顔を

出して、いろいろそういう状況を聞いているのです。最近はどうかというような状況を聞

きながらしています。 

○小野寺委員  では、重ねてお聞きしますけど、これだけたくさん人がいますけれども、

ほとんど人件費を払っていなくてボランティアですよね。だけど、それぞれ総会に出たり、

いろいろ役割があるし、あとは現場に出る人も必要ですけど、これ今後もこれをやってく

ださる成り手はいるのですか。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  それはすごく問題でして、もとも

と会計事務をやっていた、受付もメインでやっていた人が、ある事情でできなくなったの

です。そのときが危機的な状況で、いろいろな人に頼み回りまして、ようやく何とか今、

回るようになったのですが。今メインでやっているのが１４番の人で、この９番の管理受

付と、あと、除草とかそういうのをみんなやってくれているのですけれども、この人も私

より一つ上だから７８歳になるのですけれども、だから大分、まだ元気なのですけど、そ

の後どうしようかなとは思っています。私自身もどうしようかと思っていますけど。 

 そういう面では、人材を探し出すのがすごく問題で、近くにいる人に頼んだのですけれ

ども、やはり断わられてしまいました。受付の仕事も。 

 実際に作業をしているのは、会長もいろいろやっていただいているのですが、あと、５

番、６番、１４番、１５番で、ほかの人は会議に出ていたり、そういう立場の人なのです。

いろいろな団体の、小学校地区の理事とか、そういう人がなっているのですけど。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（森井）  ですから、私も宮崎小地区のスポ

ーツ復興振興会の会長も兼ねていますので、ですから、そういう会議のときには、各理事

にはお願いをして、近隣ですから、何とかそういう人を探していただけないかというよう

な話をしながら。この前は長寿会のほうで探していただいたという。状況は厳しいです。 

○小野寺委員  分かりました。 

○横山部会長  私のほうから、すみません、欠席委員に代わって質問させていただきま

すけれども、先ほどコロナの影響で苦労した期間があったということですけれども、コロ

ナの影響で、経費の増加というのは特に何かありましたか。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  コロナに関しては、経費の増加は、

何か少し買ったかもしれないですけど、ほとんどないです。 

○横山部会長  収支の状況に影響があるほどではないという、そういう理解でよろしい
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でしょうか。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  はい。 

○横山部会長  分かりました。 

 「提案書」の２０ページ、「施設の事業の効果的な実施」について、利用者の満足を得ら

れるような管理運営を行っていきますという、そういう記載がありますけれども、具体的

に利用者の満足を得られるようなこととして、どんなことを考えられているのか、もし具

体案があれば教えていただけますか。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  一つは、テニス大会ですね。登録

している利用者の方を対象にテニス大会をやっています。それが一つと、あと、受付が一

言で言えば愛想よくなるように。それから、予約などの受付も電話でできるように。こち

らで抽選も便利なようにはしております。 

 あともう一つ、自販機が欲しいという話がありまして、それをスポーツ振興課のほうに

も相談して、この間つけていただいたので、それも随分利用者が増えてよかったと思いま

す。 

○横山部会長  続けて、２１ページの数値目標に関してなのですけれども、なかなかこ

の社会情勢で達成するのは非常に難しい状況だと思うのですけど、利用者の維持のために、

どのような策を講じられるつもりなのか。 

 特に、可能であれば、新規利用者の獲得ということの方策を教えていただきたいのです

が。特に、若年層に向けて何かアピールできることがあれば教えてもらいたい。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  この９千人以上というのは、どう

いう根拠でもともと設定されたのか私はよく知らないのですが、もう少し下げられないで

すかという話をおととしぐらいにしたことがあるのですけど、やはりこれで決まっている

からということで。 

 実際は、利用する曜日と時間帯によっては、抽選で３組か４組に１組しか当たらないと

きもあるのです。平日の３時から、これが大体よく空いていることが多い時間帯です。そ

ういうのをカバーするにはどうするかということで、今、１時から３時までの組で、３時

から５時が空いていることが多いので、もうどうせ空いているからというので、では二つ

連続して、大抵人数が多いグループですけれども、申込みのとき、予約のときはそういう

ことはできないのです。抽選のときはです。でも空いていれば、その当日連続してやれる

というようなことはやるようになったのです。そういうことで、少し利用数は増えていま

す。 

 それから、チラシも私が作ったので、あまり目を引かないものだったので、効果はあま

りなかったかもしれませんけれども、一応人数的には、その後、少し増えておりまして、

今年は結構いくなと思っていたら、コロナになったのです。そういう努力を続けていきた

いと思います。 

○横山部会長  今のチラシというのは、どこか外部で配布しているのですか。施設に置

いてあるということですか。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（森井）  町内会の第９地区連の中の会議が

ありまして、そこに蘇我中学校区の周りの近隣の宮崎小学校だけではなくて、全部の会長

が来ますから、そのときに作っていただいたチラシを各会長に持っていっていただいて、
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これを回覧してくださいという形でやっております。 

○横山部会長  他の会合で配布依頼をしているという形ですか。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（森井）  はい。 

○千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会（水上）  町内会の資料と一緒に回覧しても

らうようにしているので、一応、全世帯に回るはずなのですけれども、読んでもらえるか

どうかは分からないですけど。 

○横山部会長  そういう取組みをされているということですね、ありがとうございまし

た。 

 ほかに何か質問はございますでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  では、これでヒアリングを終了したいと思います。どうもありがとうご

ざいました。 

［千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会 退室］ 

○横山部会長  では、委員の皆様は今のヒアリングを踏まえて、審査をお願いします。 

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

るまでの間、休憩といたします。 

［採点・休憩］ 

○横山部会長  では、議事を再開いたします。 

 事務局から集計結果のご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「審査結果集計表」をご覧願います。 

 すべての審査項目につきまして、全委員が「○」、「管理運営の基準」等で設定しました

水準どおりの業務が行われることが見込まれるものと判断されております。 

 以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 では、この集計結果を踏まえ、当部会としては「宮崎スポーツ広場管理運営委員会」の

提案内容は、「管理運営の基準」等を満たしたものと判断し、千葉市宮崎スポーツ広場の管

理を適切かつ確実に行うことができるものと認めてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  では、意見交換に移ります。 

 次期指定期間中の管理運営において、特に留意すべき点など、申請者の提案内容につい

て、ご意見やご要望はございますでしょうか。 

 内山委員から。 

○内山委員  結局、あそこも最後はやはり利用者の増加を図っていくしかないかなと思

うのですけれども。だから、どのようにして、先ほど回覧板とか、各会長にお願いしてい

るという話をされていましたけれど、それも一つの手かなと思うけど、まだまだそれだと

足りないかなというか、利用促進の手だてをもう少し考えていかなければいけないかと。 

○横山部会長  ＰＲの手法をということですかね。 

 小川委員、何かございますか。 

○小川委員  宮崎スポーツ広場はテニスコートだけですよね。 
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○山﨑スポーツ振興課長  はい。 

○小川委員  これを例えば、千葉市宮崎テニス場とか、テニスコートとかというネーミ

ングに変えたほうが申込み数が上がるのではないか、増えるのではないかと思うのですが、

そんなことはないですか。 

 このスポーツ広場は、定義が決まっているのでしたか。 

○山﨑スポーツ振興課長  条例で。 

○横山部会長  名前を変えるのは条例で、また条例を変更しなくてはいけない。 

○小川委員  もともと何の用地だったのですか。この宮崎のスポーツ広場というのは。

普通は、学校用地で先行取得したところをスポーツ広場にすることが多いのだけれども、

ここはテニスコートだけでスポーツ広場というのは、何かぴんとこないのだけれども。由

来から聞いてしまうのだけれども。 

○横山部会長  今のお話は、ご質問ということで、特に当部会からの意見とか、そうい

う話とはまた違ってくるものですか。 

○小川委員  違います。 

○横山部会長  では、調べておいていただいて。後でご回答いただければと思います。 

 ほかに何かありますか、小川委員。 

○小川委員  特には、やはり先ほどの大宮のスポーツ広場と同じで、やはり非常にやっ

ている方が高齢な方ということで、後継者も先ほどの話だと見つからないということなの

で、皆さん苦労しているのかなと、本当にしみじみ感じたところです。 

 大宮スポーツ広場のほうは、会長さんは来られませんでしたけれども、こちらの会長さ

んは、無報酬であるにもかかわらず見えて、ご説明ということで、すばらしいかなと思い

ました。 

○横山部会長  ボランティアで成り立っていることについては、評価するということで

しょうかね。 

○小川委員  そうですね。 

○横山部会長  小野寺委員、何かございますか。 

○小野寺委員  私も同じで、回覧板とか、そういうものしか広報のすべがないですけれ

ども、一層の利用促進に努められたい、でお願いします。 

○横山部会長  ほかよろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  では、先ほど小川委員からお話があったボランティアの組織の内容とい

うことについては評価をするということ。その上で、更なるＰＲの手法等を検討いただく

ことによって、利用者の増加、あるいは利用促進に努めていただきたいと、そういう意見

がありました。 

 これらについては、施設所管課から、「宮崎スポーツ広場管理運営委員会」にお伝えいた

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

うよろしくお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  では、次の議事に移ります。 
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 次に、議題３「今後の予定について」に入ります。 

 事務局よりご説明をお願いします。 

○小名木文化振興課長  それでは、今後の予定につきまして、ご説明させていただきま

す。 

 資料の６をご覧願います。 

 本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宛てにご

提出をいただきまして、その後、横山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、申請者に選定結果を通知し、指定管理予定候補者と仮協定を締

結いたしまして、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が開始となります。 

 以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいまのご説明について、何か質問等ございますでしょうか。 

 確認ですけれども、スポーツ部会はもう今後は開催されない予定ですか。 

○小名木文化振興課長  はい。今回で最後となります。 

○横山部会長  分かりました。 

 ほかよろしいですか。 

（なし） 

○横山部会長  では、次、議題４の「その他」について、事務局から説明をお願いしま

す。 

○小名木文化振興課長  それでは、ご説明させていただきます。 

 議事録についてとなります。 

 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。議事録の公開の時期につきましては、選定終

了後を予定しております。 

 以上でございます。 

○横山部会長  ただいまのご説明について何かご質問、ご意見よろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  最後に、全体を通して、委員の皆様から何かご質問、ご意見等ございま

すでしょうか。 

 小野寺委員。 

○小野寺委員  今日の会議を通して思った感想ですけれども、午後のこの二つの案件に

ついては、こういう状況で地元の自治会の人を中心に半分手弁当でやってもらって、予算

がない中で広報のチラシを作って回覧板に入れてみたりとか、そんなことしかできない状

況というのが理解できました。一方で、地元の人の一定のニーズもやはりあることは間違

いはなさそうなので、何らかの形で市としては運営をしていくのだと思います。 

 ただ、今日のこの二つの運営委員会の「提案書」を見ると、内容が全く同じ箇所が多数



 

―４１― 

散見され、かつ、やっている人たちが高齢なので、これは誰かがこの原稿をサポートした

のか、あるいはそれを丸写ししたのかというような状況で、こういう会議にかける意味が

少し薄いかなと思いますので、非公募でやる分については、こういった会議にかけない、

あるいは、会議のかけ方、申請書の出させ方も含めて、もっと省略化してもいいのかなと

思います。 

 もっと言えば、指定管理ではなくて、随意契約でもいいのかなぐらいに思う部分もあり

ますので、今後については再考をお願いしたいなという感想です。これは意見ではないで

す、感想です。 

○横山部会長  分かりました。 

 ほかにありますでしょうか。 

 小野寺委員がおっしゃいましたので私も申し上げると、当該施設については、長期的に

見た場合、原則に従って、公募による方法で検討いただいたほうがいいのかもしれません。

これも小野寺委員同様、感想的な意見ではありますけれども、次期はしっかりやってくだ

さるようですのでお任せするということで問題ないと思いますけど、長期的に見た場合、

やはり原則論に立ち返るというのが本来の筋ではないかなというふうに思っております。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  では、皆様のご協力によりまして、本日の議事はすべて終了いたしまし

た。ありがとうございました。 

 事務局に返します。 

○吉野文化振興課長補佐  長時間にわたりまして、慎重なご審議、どうもありがとうご

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４回スポーツ

部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日は、お忙しい中、どうもありがとうございました。 


