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会  議  録 

平成３０年１０月３１日作成 

会 議 名 平成３０年度第１回指定管理者候補者選定委員会 

開 催 日 平成３０年１０月３日（水） 
場 所 

木更津市役所 

駅前庁舎８階会議室２ 時 間 午後１時３０分～午後４時３０分 

出 席 者 【委員】 

田中会長、永野副会長、宮木委員、青木委員、渡邉委員、土居委員、高浦委員 

地曵委員、岩埜委員 

【事務局】 

（行政改革推進室） 

重城室長、羽賀副主幹、三嶋主任主事 

【施設所管課】 

（総務課） 

 伊藤次長、曽田主幹、河名主任主事 

（市民活動支援課） 

 石井課長、今野主事 
【申請団体】 

 （木更津市民会館） 

  株式会社ケイミックスパブリックビジネス 

 （木更津市金田地域交流センター） 

  三幸株式会社南総営業所、申請団体Ａ、申請団体Ｂ、申請団体Ｃ 

 

議 事 １ 開会 

２ 議題 

⑴ 委員会の運営について 

⑵ 木更津市民会館の指定管理者候補者の調査、審議について 

⑶ 木更津市民会館の指定管理者候補者の選定について 

⑷ 木更津市金田地域交流センターの指定管理者候補者の調査、審議について 

⑸ 木更津市金田地域交流センターの指定管理者候補者の選定について 

３ その他 

４ 閉会 

公開・非

公開の別 

議題⑴・⑶・⑸    公開 非 公 開

理  由 

木更津市審議会等の会議の公開に関する条

例 第５条第１号及び第２号に該当 議題⑵・⑷       非公開 

傍聴者数 ５人 
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配付資料 ・会議次第 

・委員会の運営についての資料 

  資料１ 指定管理者候補者選定委員会の公開、非公開について 

  資料２ 指定管理者の指定状況について 

  資料３ 指定管理者候補者の選定方法について 

・別紙３－１ 「指定管理者候補者選定評価表」（標準型） 
・別紙３－２「指定管理者候補者選定評価表」（簡易型） 
・別紙３－３ 「評価に当たっての意見」記載例 

  資料４ 指定管理者の応募状況について 

  資料５ 今後の委員会日程について 

  参考資料 

       指定管理者制度運用ガイドライン（平成３０年２月） 

・選定評価表 

・応募者の提案要旨一覧表 

・評価にあたっての意見 

・価格点計算シート（木更津市金田地域交流センター） 

・総務課の募集要項等関係書類 

・株式会社ケイミックスパブリックビジネスの応募書類（木更津市民会館） 

・市民活動支援課の募集要項等関係書類 

・三幸株式会社南総営業所の応募書類（木更津市金田地域交流センター） 

・申請団体Ａの応募書類（木更津市金田地域交流センター） 

・申請団体Ｂの応募書類（木更津市金田地域交流センター） 

・申請団体Ｃの応募書類（木更津市金田地域交流センター） 

概 要 以下のとおり 
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【概要】 

１ 開会 

＜事務局による配布資料の確認＞ 

＜会長不在のため、重城行政改革推進室長が臨時議長となり開会＞ 

 

２ 議事 

議題⑴ 委員会の運営について 

 

○臨時議長 それでは、会長が選出されるまでの間、臨時議長を務めさせいいただきます。 

ご協力を、お願いいたします。それでは、只今から平成３０年度第１回指定管理者 

候補者選定委員会を開会いたします。 

まず、会議の成立状況について、事務局から報告をお願いします。 

○事務局 本日、当委員会９名のところ、９名の全員のご出席をいただいておりますので、会

議は成立となります。以上です。 
○臨時議長 次に議題１「委員会の運営について」の内、委員会の公開・非公開についてを審

議します。事務局から説明をお願いします。 

○事務局 ＜事務局から、委員会の公開・非公開について説明＞ 

○臨時議長 事務局の説明が終わりました。ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問は、ご

ざいますか。 

○委員  ありません。 

○臨時議長 当委員会の公開・非公開につきましては、事務局説明のとおり、議題１の「委員

会の運営について」は、公開、議題２以降の、「指定管理者候補者の調査・審議につ

いて」は、非公開、議題３以降の「指定管理者候補者の選定について」は、公開とす

ることにし、また、会議録は、市ホームページ等で公表しますが、要点記録とし、委

員名は記載しないこととしますが、ご異議ございませんか。 

○委員  異議なし。 

○臨時議長 では、異議ないものと認め、事務局説明のとおり、決定いたします。 

○臨時議長 続きまして、本日の傍聴希望者はいらっしゃいますか。 

○事務局 いらっしゃいません。 

○臨時議長 続きまして、会長の選出を行いますが、附属機関設置条例第４条の規定により、

会長は、委員の互選によって選出することとなっております。互選の方法は、いか

がいたしましょうか。 

○委員  田中副市長にお願いしたいと思います。 

○臨時議長 只今、田中副市長という意見がありましたが、いかがでしょうか。 

○委員  異議なし。 

○臨時議長 意義なしと認め、会長に木更津市副市長の田中委員を選出することに、決定とさ

せていただきます。以上で、私の職務は終了しました。ご協力、ありがとうござい

ました。 

○事務局 それでは、田中会長、議長席へお願いいたします。 
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＜会長の挨拶＞ 

 

○事務局 それでは、以後の議事進行につきましては、附属機関設置条例第６条により、議長

であります田中会長にお願いいたします。 

○議長  それでは議事を進めたいと思います。次の議事として「指定管理者の指定状況につ

いて」から「今後の委員会日程について」を審議いたします。事務局から説明を、お

願いたします。 

 

 ＜事務局から説明＞ 

 

○議長  事務局の説明が終わりました。ただいまの説明について、ご意見、ご質問は、ご 

     ざいますでしょうか。 

○委員  ありません。 

○議長  それでは、議題の「指定管理者の指定状況について」から「今後の委員会日程につ 

いて」は、事務局説明のとおりとすることに、ご異議ございませんでしょうか。 

○委員  異議なし。 

○議長  では、ご異議ないものと認め、事務局説明のとおり、決定いたします。 

 

議題⑵ 木更津市民会館の指定管理者候補者の調査、審議について 

 

○議長  続きまして、議題２の「木更津市民会館の指定管理者候補者の調査、審議について」

を議題といたします。本件は、非公募により、現在の指定管理者である団体のみの

申請でしたので、簡易型の審査となります。それでは、施設所管課である、総務課

の入室をお願いいたします。 

 

＜総務課が入室＞ 

 

○議長  それでは、総務課より概要及び留意事項等について、説明をお願いいたします。 

 

＜総務課から説明＞ 

 

○議長  総務課の説明が終わりましたので、ご意見、ご質問等がございましたらお願いいた 

します。 

 

＜委員からの意見、質問なし＞ 

 

○議長  ご質問はありませんか。よろしいですか。 

○議長  それでは、質問がありませんので、質疑終局と認めます。総務課は、退室をお願い 

いたします。 
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＜総務課が退室＞ 

 

○議長  次に、申請団体より、プレゼンテーションをお願いします。申請団体の入室を、お

願いします。 

 

＜株式会社ケイミックスパブリックビジネスが入室＞ 

 

○議長  それでは、プレゼンテーションをお願いしますが、審議は、書類審査を基本として

おりますので、管理運営する上での理念や姿勢、それから、特にアピールしたい事

項について、簡潔に、５分以内としてください。それでは、お願いいたします。 

 

＜株式会社ケイミックスパブリックビジネスから説明＞ 

 

○議長  プレゼンテーションが終わりました。只今のプレゼンテーション、及び申請内容全

体の事項も含め、質問がありましたら、よろしくお願いいたします。 

○委員  職員に対するフォローアップ研修の具体的な計画について、教えてください。 

○株式会社ケイミックスパブリックビジネス 

一般の職員研修、接遇マナー研修、危機管理研修、個別業務 OJT、個人情報保護取

り扱いに関する研修について、説明がありました 

○委員  障害者サービスの研修について、教えてください。 

○株式会社ケイミックスパブリックビジネス 

障害者、高齢者の方に接する技術をもつ資格の取得を持つ職員が講師となり、車椅 

子の取り扱い方など、研修を行っています。 

○議長  ほかに、ご質問はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

○委員  はい。 

○議長  それでは、質疑終局と認めます。申請団体の皆様、ありがとうございました。 

これにて、退室をお願いいたします。 

 

＜株式会社ケイミックスパブリックビジネスが退室＞ 

 

○議長  それでは、これより審査に入ります。お配りしています評価表にご記入をお願いい

たします。記入を終えられましたら、評価表に、お名前をご記入の上、事務局へ声

をお願いいたします。 

 

＜各委員審査＞ 

 

 ○議長  それでは議題２の「木更津市民会館の指定管理者候補者の調査、審議について」を 

終了いたします。事務局が準備をしますので、しばらくお待ちください。 
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＜事務局評価点集計＞ 

 

議題⑶ 木更津市民会館の指定管理者候補者の選定について 

 

○議長  それでは、事務局の準備が整いましたので、再開します。議題３は公開となります

が、傍聴希望者はいらっしゃいますか。 

○事務局 いらっしゃいません。 

○議長  それでは、議題３の「木更津市民会館の指定管理者候補者の選定について」を議題

といたします。本施設は、簡易型の審査となりますので、半数以上の委員の評価が

可である場合は、指定管理者候補者として選定することとなります。それでは審査

結果について、事務局から報告をお願いします。 

 

＜事務局、集計結果を報告＞ 

 

○議長  事務局の報告が終わりました。それではお諮りいたします。半数以上の委員の総合

評価が、可でございましたので木更津市民会館の指定管理者候補者として、株式会

社ケイミックスパブリックビジネスを選定することといたしますが、ご異議ござい

ませんでしょうか。 

○委員  異議なし。 

○議長  それでは、異議ないものと認め、決定といたします。只今の選定結果の報告書案に

ついては、私の方で確認した後、後日、委員の皆様に、ご報告させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

議題⑷ 木更津市金田地域交流センターの指定管理者候補者の調査、審議について 

 

○議長  続きまして、議題４の「木更津市金田地域交流センターの指定管理者候補者の調査、

審議について」を議題といたします。それでは審議に入りますが、本件は、公募を

実施したところ、４団体から申請が有りましたので、標準型の審査となります。 

また、選定については、各委員の採点の合計が平均的である配点の合計７１１点以

上であって、０点の項目が無かった場合に、指定管理者候補者となります。 

なお、申請団体の説明順については、くじ引きによる方法とし、施設所管課の説明

の後に、各団体からプレゼンテーションを受けたいと思います。 

それでは、施設所管課である、市民活動支援課の入室をお願いいたします。 

 

＜市民活動支援課が入室＞ 

 

○議長  それでは、市民活動支援課より概要及び留意事項等について、説明をお願いいた

します。 
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＜市民活動支援課から説明＞ 

 

○議長  市民活動支援課の説明が終わりましたので、ご意見、ご質問等がございましたらお 

願いいたします。 

○委員  資料内の団体の資本金についてですが、３団体が１億円になっていますが、 

１，０００万円の間違いでしょうか。 

○市民活動支援課 申し訳ございません。正しくは、申請団体Ａ３，１７５万円、申請団体Ｂ、

申請団体Ｃはともに１，０００万円です。 

○委員  自主事業についてですが、仕様書の中で、有資格者を配置すべきと謳っているので

しょうか。 

○市民活動支援課 有資格者とは謳っておりませんが、自主事業を企画・運営できる方をお願

いしております。 

○委員  仕様書内に、併設されている行政センターで、戸籍発行業務、社会教育法に規定す

る業務については、市の直営にすると記載がありますが、指定管理の部分から外す

ということでしょうか。 

○市民活動支援課 委員のおっしゃるとおり、生涯学習関係は、市の行政センターで行うこと

を考えております。条例にもそう規定しております。 

○委員  そうしますと、公民館だよりの発行を仕様書内で義務付けていますが、それについ

てはどうでしょうか。 

○市民活動支援課 公民館だよりにはなりませんが、センターだよりとして地域に対して広報

を行うことを考えております。 

○委員  避難所の運営についてですが、仕様書内に、大規模災害発生時には、市民が主体と

なり、避難所を開設・運営する体制を整備することと記載がありますが、避難所の

開設はあくまで市が行うのでは、ないでしょうか。 

○市民活動支援課 避難所となった場合には、市の職員が運営しますが、管理者も市と協力し

て避難所を運営していくことを記載しております。 

○委員  自主避難の場合は、市は避難所を開設しないです。避難指示や勧告を出した場合は、

避難所を開設します。指示や勧告が出る前に、自主的に避難される方がいらっしゃ

るので、その場合は施設を開けてくださいよ、というものです。 

○委員  公民館も、自主避難場所として開放しています。 

○議長  ほかに質問は、よろしいでしょうか。 

○議長  それでは、質疑終局と認めます。市民活動支援課の皆様、ありがとうございました。 

これにて、退室をお願いいたします。 

 

＜市民活動支援課が退室＞ 

 

○議長  次に、申請団体より、プレゼンテーションをお願いしますが、プレゼンテーション

の順番がくじにより決定しておりますので、お知らせします。 
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＜プレゼンテーションの順番を発表＞ 

 

○議長  それでは、１番目の申請団体の入室を、お願いいたします。 

 

＜申請団体Ａが入室＞ 

 

○議長  それでは、プレゼンテーションをお願いしますが、審議は、書類審査を基本として

おりますので、管理運営する上での理念や姿勢、それから、特にアピールしたい事

項について、簡潔に、１０分以内としてください。それでは、よろしくお願いいた

します。 

 

＜申請団体Ａから説明＞ 

   

○議長  プレゼンテーションが終わりました。只今のプレゼンテーション、及び申請内容全

体の事項も含め、質問がありましたら、よろしくお願いいたします。 

○委員  １日あたりの人員数と配置について、教えてください。 

○申請団体Ａ 常時２名体制であること、地域活性化のため地元雇用をしたい、センター長、

副センター長は、有資格者・経験者を配置したいと思います。 

○委員  施設の管理部分の委託について、教えてください。 

○申請団体Ａ 委託会社は申請団体と理念を共有していること、公の施設の管理、清掃業務の

実績が２０年以上あります。 

○議長  ほかに、質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、質疑終局

と認めます。申請団体の皆様、ありがとうございました。これにて、退室をお願い

いたします。 

 

＜申請団体Ａが退室＞ 

 

○議長  それでは、２番目の申請団体の入室を、お願いいたします。 

 

＜申請団体Ｂが入室＞ 

 

○議長  それでは、プレゼンテーションをお願いしますが、審議は、書類審査を基本として

おりますので、管理運営する上での理念や姿勢、それから、特にアピールしたい事

項について、簡潔に、１０分以内としてください。それでは、よろしくお願いいた

します。 

 

＜申請団体Ｂから説明＞ 

 

○議長  プレゼンテーションが終わりました。只今のプレゼンテーション、及び申請内容全
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体の事項も含め、質問がありましたら、よろしくお願いいたします。 

○委員  １日あたりの人員数と配置について、教えてください。 

○申請団体Ｂ 常時２名体制です。 

○委員  収支計画書内の自主事業について、収支が担保できるのか、見込んだ収支に届かな 

かった場合はどうなるのでしょうか。 

○申請団体Ｂ 事業イベントごとに収支見込みが違う、スポンサー料、出展料をもらって行う

事業があり、過去の実績があります。 

○委員  自主事業のサークルについて、自主事業の部分と、現在金田公民館でサークル活動

を行われている方々とのすみ分けについて、説明してください。 

○申請団体Ｂ 金田公民館のサークル活動については、受け入れを考えています。その他、ス

クールの講師として、数名の方に声かけをしているため、そこですみ分けを行いま

す。 

○委員  自主事業をサポートする会社について、教えてください。 

○申請団体Ｂ 他市での経験や実績がある会社です。 

○委員  センター長は経験者の配置を計画しているが、どのような方がなるのでしょうか。 

○申請団体Ｂ 大規模施設において経験のある方にセンター長をお願いする予定があります。 

○委員  提案様式にある、専門職員の方が自主事業を行うのでしょうか。 

○申請団体Ｂ 提案様式については、施設管理を行う職員のみを記載しています。自主事業の

スタッフは指定管理料以外の費用で賄います。 

○委員  提案様式にある、専門職員はどのような方でしょうか。 

○申請団体Ｂ 専門職員について、センター長以外に、専門的に機材等の操作や説明ができる

職員を配置する予定です。 

○委員  税務申告の欠損金について、説明してください。 

○申請団体Ｂ 屋外でイベントを行う際の保険に入る予定であり、イベント出展者へのケアは

できます。 

○委員  自主事業は、屋内での計画でしょうか。 

○申請団体Ｂ 屋内だけでなく、屋外でもイベントを行う予定です。 

○議長  ほかに、質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、質疑終局

と認めます。申請団体の皆様、ありがとうございました。これにて、退室をお願い

いたします。 

 

＜申請団体Ｂが退室＞ 

 

○議長  それでは、３番目の申請団体の入室を、お願いいたします。 

 

＜三幸株式会社南総営業所が入室＞ 

 

○議長  それでは、プレゼンテーションをお願いしますが、審議は、書類審査を基本として

おりますので、管理運営する上での理念や姿勢、それから、特にアピールしたい事
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項について、簡潔に、１０分以内としてください。それでは、よろしくお願いいた

します。 

 

＜三幸株式会社南総営業所から説明＞ 

 

○議長  プレゼンテーションが終わりました。只今のプレゼンテーション、及び申請内容全

体の事項も含め、質問がありましたら、よろしくお願いいたします。 

○委員  職員配置計画について、説明してください。 

○三幸株式会社南総営業所 １日の配置人数は、昼間２名、夜間も２名の常時２名体制です。 

○委員  自主事業のスタッフについて、教えてください。 

○三幸株式会社南総営業所 自社でできる事業は、自社スタッフで、他は協力していただける

団体にお願いする予定です。自主事業の企画は、センター長を含め全員で行います。 

○委員  収支計画書内の利用料金の見込みについて、根拠を説明してください。 

○三幸株式会社南総営業所 自社で運営している会議室の稼働率等から、算出しています。 

○委員  光熱水費について、市が参考値として示した金額との相違に対して、説明してくだ 

さい。 

○三幸株式会社南総営業所 ガスについてはメーカーの取扱い説明書から、電気については、

１キロワットに対して稼働率から、上下水道については、市の単価から計算して算

出しています。 

○委員  自主事業のデジタルサイネージ事業について、教えてください。 

○三幸株式会社南総営業所 リースで設置し、宣伝媒体と考えるため、歳出には入れていませ 

ん。 

○委員  自主事業のケータリングデリバリーサービスについて、説明してください。 

○三幸株式会社南総営業所 ケータリング業者と提携し、仕出しのような形で出す予定です。 

○委員  ケータリングデリバリーサービスについて自主事業の経費に入っているのでしょう 

か。 

○三幸株式会社南総営業所 入れております。 

○委員  ケータリングデリバリーサービスとＣＡＦＥの収入見込みについて、教えてくださ 

○三幸株式会社南総営業所 毎月４から５万円以上の売り上げを見込んでいます。 

○委員  自主事業以外で、地域の活性化につながる施設の使い形について、どのように考え

ていますか。 

○三幸株式会社南総営業所 例えば、フリースペースの活用として、キッズスペースの設置、

地域グッズの販売等の取組で、施設に立ち寄っていただける仕掛けを考えていま

す。 

○委員  センター長、副センター長とも１７時までの勤務ですが、避難所の開設等突発的な

ことが起こった場合の対応はどう考えていますか。 

○三幸株式会社南総営業所 防災関係については、建物が出来てから、動線を考えますが、セ

ンター長等も近隣で雇用する予定ですので、休日・夜間でも対応可能と考えていま

す。 
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○議長  ほかに、質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、質疑終局

と認めます。申請団体の皆様、ありがとうございました。これにて、退室をお願い

いたします。 

 

＜三幸株式会社南総営業所が退室＞ 

 

○議長  それでは、最後の申請団体の入室を、お願いいたします。 

 

＜申請団体Ｃが入室＞ 

 

○議長  それでは、プレゼンテーションをお願いしますが、審議は、書類審査を基本として

おりますので、管理運営する上での理念や姿勢、それから、特にアピールしたい事

項について、簡潔に、１０分以内としてください。それでは、よろしくお願いいた

します。 

 

＜申請団体Ｃから説明＞ 

 

○議長  プレゼンテーションが終わりました。只今のプレゼンテーション、及び申請内容全

体の事項も含め、質問がありましたら、よろしくお願いいたします。 

○委員  人員の配置について、常時いる職員は何名ですか。 

○申請団体Ｃ 常時いる職員は、１日６名です。 

○委員  自主事業について、有資格者を含めて、どのような職員を配置する予定ですか。 

○申請団体Ｃ 自主事業については、基本的に地域にボランティアの方に協力いただいて実施

する予定です。職員の主だった資格ですが、上級救命、普通救命の資格を持っ

た人間を配置する予定です。 

○委員  自主事業を行うために、社会教育主事等の有資格者を雇用するのではなく、ボラン 

ティアの方にやってもらう予定でしょうか。 

○申請団体Ｃ はい。 

○議長  ほかに、なにかございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

     それでは、質疑終局と認めます。申請団体の皆様、ありがとうございました。 

これにて、退室をお願いいたします。 

 

＜申請団体Ｃが退室＞ 

 

○議長  それでは、これより審査に入ります。お配りしました評価表と評価に当たっての意 

見にご記入をお願いいたします。 

 

＜各委員審査＞ 
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○議長  それでは議題４の「木更津市金田地域交流センターの指定管理者候補者の調査、審 

議について」を終了いたします。事務局が準備しますので暫時、休憩とします。 

 

 ＜事務局評価点集計＞ 

 

議題⑸ 木更津市金田地域交流センターの指定管理者候補者の選定について 

 

○議長  それでは、事務局の準備が整いましたので再開します。議題５は公開となります 

が、傍聴者がいましたら入室をお願いします。 

 

＜傍聴者が入室＞ 

 

○議長  それでは、議題５の「木更津市金田地域交流センターの指定管理者候補者の選定に 

ついて」を議題とします。それでは集計結果について、事務局から報告してくださ 

い。 

 

＜事務局、集計結果を報告＞ 

 

○議長  事務局の報告が終わりました。それではお諮りいたします。木更津市金田地域交流 

センターの指定管理者候補者は、評価点が最も高い三幸株式会社南総営業所を選定 

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

○委員  異議なし。 

○議長  それでは異議ないものと認め、決定といたします。只今の選定結果の報告書につい 

ては、私が確認した後に委員の皆様にご報告させていただきますので、よろしくお 

願いします。最後にその他ですが、事務局から何かございますか。 

 

３ その他 

 ＜事務局、その他なし＞ 

 

４ 閉会 

○議長  では以上をもちまして、平成３０年度第１回指定管理者候補者選定委員会を終了い 

たします。慎重なご審議、どうもありがとうございました。 

 

上記会議録を証するため下記署名いたします。 

 

平成３０年１０月３１日 

 

署名人  田 中  幸 子 


