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平成２３年度 第１回四街道市指定管理者選定評価委員会 
（文化・コミュニティ施設等合議体）会議概要 

 
開催日時  平成２３年 ８月１２日（金）１３：３０～１７：００ 
開催場所  四街道市役所 新館３階 公室 
出席委員  篠原会長、関内副会長、河野委員、髙橋委員、篠塚委員 

（以下、所管施設審査時）杉山委員 
欠席委員  戸田委員、林田委員、大野委員 
事務局   （行革推進課）大野課長、永易主幹、舩津副主査、伊藤主任主事 
開催形態  公開 
傍聴者   １人 
 
会議概要 
１ 開会 
２ 会長あいさつ 
３ 市長あいさつ 
４ 諮問（指定管理者評価依頼書をもって諮問） 
５ 議事録署名人の選出（関内委員、篠塚委員を選出） 
６ 指定管理者評価方法及び評価基準等について 
７ 議題 
（１）平成２２年度に実施された指定管理者による施設管理状況の評価 

① 千代田集会場 
② みのり集会場 
③ 四街道市大熊記念コミュニティセンター 
④ 四街道市四街道地区コミュニティセンター 
⑤ 四街道市鹿放ヶ丘ふれあいセンター 
⑥ 四街道市ふるさとライフセンター 
⑦ 四街道市営霊園 
⑧ 四街道市文化センター 

（２）平成２２年度に実施された指定管理者による施設管理状況の評価に係る答申（案） 
① 千代田集会場 
② みのり集会場 
③ 四街道市大熊記念コミュニティセンター 
④ 四街道市四街道地区コミュニティセンター 
⑤ 四街道市鹿放ヶ丘ふれあいセンター 
⑥ 四街道市ふるさとライフセンター 
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⑦ 四街道市営霊園 
⑧ 四街道市文化センター 

８ 答申（指定管理者評価結果通知書をもって答申） 
９ その他 
１０ 閉会 
 
委員意見等 
議題１ 平成２２年度に実施された指定管理者による施設管理状況の評価 
① 千代田集会場 
所管課 ：（資料説明） 
篠原会長：需用費が減ったのはなぜか。３月の地震の影響か。 
所管課 ：地震後２０日ほど閉館したことにより光熱水費が減ったものである。 
篠原会長：震災時、個人情報の保護による弊害はあったか。 
所管課 ：特になかった。避難所としての使用はなかった。 
篠原会長：地震により建物に被害はあったか。 
所管課 ：地震後に本市の建築課に確認してもらい、特に問題はなかった。 
篠原会長：利用者からの要望等はなかったか。 
所管課 ：本施設は主に地元の住民が利用しているため、利用者と管理者がほぼ同じということ

もあり、特に報告はなかった。 
篠塚委員：資料の表記方法の問題だが、収入として「繰入金」と「前年度繰越」が記載してある

が、本事業による繰越金はなく、どちらも自治会から繰り入れているものなので、合

わせて「繰入金」としてよいのではないか。 
所管課 ：そうする。 
篠原会長：その他意見等なければ、千代田集会場の指定管理者の評価についての質疑はこれで終

了とする。 
 
②みのり集会場 
所管課 ：（資料説明） 
篠原会長：こちらは、支出として「繰越金」があり、翌年の収入として「前年度繰越」と記載さ

れている（ので問題ない）。需用費も前年度と比べて減ってはいるものの震災の影響

もあり、努力して経費を減らしたとまでは評価していない。 
篠原会長：その他意見等なければ、みのり集会場の指定管理者の評価についての質疑はこれで終

了とする。 
 
③四街道市大熊記念コミュニティセンター 
所管課 ：（資料説明） 
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篠原会長：前２施設との比較で、指定管理料に対する指定管理者の負担である繰入金が少ないの

はなぜか。また、不満等はないか。 
所管課 ：前２施設は地区集会場で主に地元住民が利用されているが、ここは広く一般に利用さ

れる施設なので、地元地区の負担は少なくなるよう設定されている。特に不満等はな

い。 
古川会長：その他意見等なければ、四街道市大熊記念コミュニティセンターの指定管理者の評価

についての質疑はこれで終了とする。 
 
④ 四街道市四街道地区コミュニティセンター 
所管課 ：（資料説明） 
篠原会長：ただ今の説明の中で、本施設は今年（平成 23 年）9 月に廃止されるため利用者数が減

ったとのことだが、評価資料にその旨記載してもらいたかった。 
所管課 ：はい。 
篠原会長：利用者数が減っているにもかかわらず需用費がわずかだが増えているのはなぜか。 
所管課 ：細かく分析したわけではないが、利用人数は減っているものの、利用団体、利用時間

はそれほど減っていないため光熱水費等も大きく変化はなかったものと考える。 
篠塚委員：ここまでの４施設については、自治会に対する補助的な意味合いが強く、指定管理者

制度になじまないのではないか。 
事務局 ：平成１８年度に制度を導入してから年数が経過しているので、時期が来たら見直して

いきたいとは考えている。 
篠原会長：その他意見等なければ、四街道市四街道地区コミュニティセンターの指定管理者の評

価についての質疑はこれで終了とする。 
 
⑤ 四街道市鹿放ヶ丘ふれあいセンター 
所管課 ：（資料説明） 
篠原会長：施設利用率が増えている一方で支出も増えていることについて、問題ないと考えてい

るが、所管課としてはどのように分析しているのか。 
所管課 ：建設から１５年以上経った施設なので修繕費が増えたのと猛暑で電気代が増えたこと

などから需用費が前年に比べ増えている。 
篠原会長：この施設は利用料をとることはできないのか。千葉市では施設の利用料金をとるよう

になった。そろそろ市民に経費を示して、利用者負担について考えてもよいのではな

いか。 
所管課 ：条例を改正して料金をとることは可能だが、同じような施設である公民館なども含め

て協議する必要がある。 
篠原会長：無料なのは利用者からするとありがたいことだが、市の財政を考えると費用の３分の

１程度は負担してもらってもよいのではないか。 
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関内委員：無料なのは利用者としては非常にありがたい。ところで、日ごろから防災訓練をやっ

ていたので震災時に人的被害がなかったとの記載があるが、とてもよいことだと感じ

た。特にお年寄りなどを対象にやる必要があると思う。 
篠原会長：その他意見等なければ、四街道市鹿放ヶ丘ふれあいセンターの指定管理者の評価につ

いての質疑はこれで終了とする。 
 
⑥ 四街道市ふるさとライフセンター 
所管課 ：（資料説明） 
髙橋委員：３月１１日の震災の翌日以降どのような対応をしたか。 
所管課 ：５時以降は電力事情を考慮し閉館したが、予約が入っていた分については、建物の損

壊がなかったためそのまま利用させた。 
篠原会長：利用者の減少は自然にそうなったもので問題にするほどのものではないと考えてよい

ものか。 
所管課 ：高齢化により利用団体の加入者が減ったり利用回数が減ったりしたためであり、特に

問題はないと考えている。 
篠原会長：高齢者が健康を維持するためには人との交流や運動が重要で、その意味でコミュニテ

ィ施設はとても大事だと考える。 
篠原会長：その他意見等なければ、四街道市鹿放ヶ丘ふれあいセンターの指定管理者の評価につ

いての質疑はこれで終了とする。 
 
⑦ 四街道市営霊園 
所管課 ：（資料説明） 
篠原委員：ここは先祖をまつる場としての雰囲気を維持するようきちんと管理されているのか。 
所管課 ：東京辺りでは１区画１平米もないことが多いが、こちらは４平米以上もあり、かなり

広い。また、高台にあり見通しが良く、明るいと利用者からは好評をいただいている。 
篠原会長：最近お墓に入りきらないため、骨壷の代わりに木綿の袋に遺骨を入れ、土にかえすこ

ともあるようだが、こちらの施設ではやらないのか。 
所管課 ：１つのお墓に標準的な骨壷が８から１０、およそ３世代分入る。いっぱいになった場

合袋にまとめて入れることはあるが、本施設の墓地は使用を許可して貸しているもの

なので遺骨を撒くことは遠慮してもらっている。なお、合葬式（ロッカー型）墓地も

今年整備している。 
篠原会長：無縁墓地の管理はどうしているのか。 
所管課 ：現在のところないが、今後はありうる。連絡がつかず、管理料の入金がない場合は使

用許可を取り消し、管理者権限で中の遺骨は無縁墓地に改葬し、墓石は撤去すること

となる。 
篠原会長：その他意見等なければ、四街道市営霊園の指定管理者の評価についての質疑はこれで
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終了とする。 
 
⑧ 四街道市文化センター 
所管課 ：（資料説明） 
篠原会長：過去２年とも自主事業の支出が収入より多いが、どのような位置付けなのか。 
所管課 ：利用促進を図るため、ある程度赤字でも行っている。計画の段階では黒字を見込んで

いるが、結果として赤字になったものである。 
篠原会長：支出のうち１３０万円程度賃金が増えているのはなぜか。 
所管課 ：年度途中で職員が退職したことにより人件費が２３０万ほど減っている。その分を臨

時職員で対応したため賃金が増えたものである。 
篠原会長：ホールやそれぞれの会議室など個々に原価計算をしているか。個々が難しければ、大

きく分けてホールと貸室に分けてはどうか。 
所管課 ：原価計算はしていない。使用料は近隣市と整合を図って設定しているが、利用料金を

下げるなど指定管理者が弾力的な運用を行うことにより、稼働率を上げる努力をして

いる。 
篠原会長：この施設は指定管理料が６０００万円弱と金額が大きく、また、施設の性質から努力

により経費削減しやすい施設である。経費については大きな問題はないと考えるが、

利用料金は他市と比較すると高いのか。 
所管課 ：それほど高くはない。 
河野委員：以前から大ホールが耐震設計になっていないという話をよく聞いた。今回の地震で利

用に不安を持っている市民が多くいる。 
所管課 ：３月１１日以降の地震でボルトがはずれたりしたのが数カ所あったがすぐに対処した。

耐震工事については現在進めているところである。ただ、元々それほど極端に弱くは

ない施設だが誤った情報が流れているようだ。 
河野委員：それであれば、そのようなことを広く周知すれば市民も安心して利用者も増えるので

はないか。 
関内委員：震災時エレベータは大丈夫だったか。 
所管課 ：地震の影響はなかったが、一時故障していた時があった。現在は故障はしていないが

節電のため利用を控えてもらっている。 
髙橋委員：共同事業体にしたことで得られた効果はどこか。 
所管課 ：施設管理公社と綜合舞台サービスとは昭和６０年ごろから一緒にやっている。ただ、

指定管理者制度を導入したことにより公社職員の意識は自主的に高まっている。 
河野委員：舞台の方の対応がかなり良くなったと感じる。 
篠原会長：その他意見等なければ、四街道市文化センターの指定管理者の評価についての質疑は

これで終了とする。以上で議題１を終了する。 
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議題２ 平成２２年度に実施された指定管理者による施設管理状況の評価に係る答申（案） 
① 千代田集会場 
事務局 ：（資料説明） 
篠原会長：意見等あるか。 
篠原会長：意見等なければ、「平成２２年度千代田集会場に係る指定管理者評価表」については、

原案のとおり決定する。 
 
②みのり集会場 
事務局 ：（資料説明） 
篠原会長：意見等あるか。 
篠原会長：意見等なければ、「平成２２年度みのり集会場に係る指定管理者評価表」については、

原案のとおり決定する。 
 
③四街道市大熊記念コミュニティセンター 
事務局 ：（資料説明） 
篠原会長：「利用率の向上」については、全体的に利用者数がかなり減っているが総合的に諸々

のことを考えると３（平準的）でよいと考える。 
篠原会長：その他意見等なければ、「平成２２年度四街道市大熊記念コミュニティセンターに係

る指定管理者評価表」については、原案のとおり決定する。 
 
④ 四街道市四街道地区コミュニティセンター 
事務局 ：（資料説明） 
篠原会長：総評で利用率の向上について「対応がやや不十分」という表記になっているが、自然

減で仕方ない部分があるので変更した方がよいのではないか。 
篠塚委員：「低下が見受けられる」と事実を述べるにとどめてはどうか。 
篠原会長：その他意見等なければ、「平成２２年度四街道市四街道地区コミュニティセンターに

係る指定管理者評価表」については、総評の「対応がやや不十分」という表記を「低

下が見受けられる」に変更して決定する。 
 
⑤ 四街道市鹿放ヶ丘ふれあいセンター 
事務局 ：（資料説明） 
篠原会長：「利用率の向上により経費が増加したが問題はないと判断します」という委員意見が

あるが特に評価表に加える必要はないと考えます。 
篠原会長：その他意見等なければ、「平成２２年度四街道市鹿放ヶ丘ふれあいセンターに係る指

定管理者評価表」については、原案のとおり決定する。 
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⑥ 四街道市ふるさとライフセンター 
事務局 ：（資料説明） 
篠原会長：「利用率の向上」について２（利用率が低下）をつけている委員もいるが、高齢化に

よる自然減だということであり本会としては３（平準的）としたい。 
篠原会長：その他意見等なければ、「平成２２年度四街道市ふるさとライフセンターに係る指定

管理者評価表」については、原案のとおり決定する。 
 
⑦ 四街道市営霊園 
事務局 ：（資料説明） 
篠原会長：意見等あるか。 
篠原会長：意見等なければ、「平成２２年度四街道市営霊園に係る指定管理者評価表」について

は、原案のとおり決定する。 
 
⑧ 四街道市文化センター 
事務局 ：（資料説明） 
篠原会長：意見等あるか。 
篠原会長：意見等なければ、「平成２２年度四街道市文化センターに係る指定管理者評価表」に

ついては、原案のとおり決定する。 
 
答申後、閉会 


