
船橋市民ギャラリー及び船橋市茶華道センター指定管理者 

第 1回選定委員会会議議事録 

（令和 2年 7月 22日作成） 

１ 開催日時 令和 2年 6月 22日（月曜日） 午後 2時から午後 4時 

２ 開催場所 船橋市役所 7階 教育委員室 

３ 出席者 

⑴ 委員 中台委員、臼田委員、水木委員、酒井委員、佐藤委員、小山委員 

⑵ 事務局 三澤生涯学習部長、大屋文化課長、佐藤文化課長補佐、 

石崎文化振興係長、鈴鹿主事、川村主事 

４ 欠席者 0名 

５ 議題及び公開・非公開の別並びに非公開の場合にあっては、その理由 

⑴ 委嘱状交付 

⑵ 議題 

① 選定の概要について【議題・公開】 

② 委員長の互選について【議題・公開】 

③ 職務代理者の選出について【議題・公開】 

④ 今後の選定スケジュールについて【議題・公開】 

⑤ 選定方法・評価基準及び順位付けについて【議題・非公開（船橋市情報公開条例

第 26条第 2号に該当するため）】 

⑥ 募集要項及び業務仕様書について【議題・非公開（船橋市情報公開条例第 26条第

2号に該当するため）】 

６ 傍聴者数 0名 

７ 決定事項 

⑴ 選定の概要について事務局から説明を行った。 

⑵ 中台委員が委員長として選任された。 

⑶ 酒井委員が職務代理者として指名された。 

⑷ 今後の選定スケジュールについて審議を行い、事務局案が承認された。 

⑸ 選定方法・評価基準及び順位付けについて審議を行い、事務局案が承認された。 

⑹ 募集要項及び業務仕様書について審議を行い、事務局案が承認された。 

８ その他 

 次回、船橋市民ギャラリー及び船橋市茶華道センター指定管理者第 2回選定委員会は、

9月中旬頃実施予定。 

９ 問い合わせ先 

 船橋市教育委員会文化課文化振興係（電話 047-436-2894） 

 

 



１０ 議事 

 

事務局（補佐） 本日は雨の中お越しいただきありがとうございます。定刻となりました

ので「船橋市民ギャラリー及び船橋市茶華道センター指定管理者候補者選定委員会」選定

委員会を始めさせていただきます。 

議事に先立ち、委嘱状・辞令の交付を行います。 

本来であればお一人様ずつ直接お渡しするところでありますが、誠に恐縮ではございま

すがコロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各席にてお配りさせていただいておりま

す。 

お手元の委嘱状・辞令をご確認いただきますよう、お願いいたします。 

続きまして、事務局を代表しまして、三澤生涯学習部長より委員の皆様にご挨拶申し上

げます。 

 

三澤部長 皆様こんにちは。本日はお忙しい中、また生憎の雨の中お集まりいただきまし

て、本当にありがとうございます。ここのところ皆様の業界でもそうだと思うのですが、

新型コロナウイルスの影響で、市役所で外部委員の方々にお越しいただき開催する会議が

何か月できてなかったのですが、やっと全面的に業務も再開ということになりまして、十

分な注意をしながら会議を開催していこうという中での会議でございます。そのような中

お集まりいただきありがとうございます。 

船橋市では、平成 5年１月に市民の芸術活動の発表の場として、皆様に身近なところで

芸術活動に親しんでもらう場所として、市民ギャラリーをオープンいたしました。それと

同時に、日本古来の伝統文化である茶道や華道などの活動を本格的に楽しんでいただける

場として茶華道センターをオープンしたところでございます。それから既に 26年、長い

年月になりますけれど、皆様方に愛していただいて、育てていただいて、2つのセンター

が無事に業務を続けている状況でございます。 

そして平成 18年度からは民間活力の導入により市民サービスの向上と効率化を狙いと

いたしまして、指定管理者制度を導入いたしました。指定管理者の 1回の期間が 5年とな

っておりますので、今年が第三期目の最後の年となります。そして第 4期目が来年から 5

年間始まるということで、この 5年間の新たな指定管理者を皆様方に選んでいただきた

く、お集まりいただいた次第でございます。 

この 2つの施設につきましても、昨年度は行政改革の一環で使用料の見直しが行われま

して、市民ギャラリーにつきましては 3年間で平均すると 1.7倍くらいに値上げするとい

う変更が行われます。そして、茶華道センターについてはお部屋によってではあります

が、少し下がるという料金の見直しを行ってまいります。これは市の施設に横断的な同じ

考え方で料金設定をしていきましょうということで、全庁的な見直しを行ったものなので

すけれども、議会の方からも様々なご意見を頂き、例えば茶華道センターではもっと多く



の方にご利用していただけるようにしたり、国際交流的な事業を展開したり、今まで以上

に新しい展開を望むといったご意見を多く頂きました。ギャラリーにつきましても、皆様

にご活用いただいている施設ではあるのですけれども、少し壁紙が古くなっているとか色

んなことがございますので、そういったところを今回見直していきながら今後の 5年間に

備えていきたい、そんな時期でございます。そして今、新型コロナウイルスということで

皆様方の生活も色んな意味で制約を受けたり、新しい生活様式に馴染んでいくということ

で、ご苦労が多いことかと思います。色々な活動をしてらっしゃる方も今までと同じよう

なやり方ではできないということで大変不自由を感じてらっしゃるかと思います。 

ただ、そんな中だからこそ、文化・芸術というものは人々の心にとって大変大事という

ことが改めて考えられている時だと思いますし、この 2つの施設につきましては、コロナ

の中だからこそ、またコロナの中でもできること、というのを考えていかなければならな

いタイミングにある、と思います。ですので、この次の 5年間に向かってというのは、新

たな局面を迎える難しい時代の中で、どうやってこの二つの施設をさらに市民に愛される

ようにしていくのか、発展させていくのか、そのような時期でございますので、今までの

指定管理者も尽力してくれましたが、次の 5年間を適切に管理していただける指定管理者

を皆様の力で、どうぞ公平な目で選んでいただければと思いますので、お力添えいただき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局（補佐） それでは、改めましてこれより「船橋市民ギャラリー及び船橋市茶華道

センター指定管理者第 1回選定委員会」を開催いたします。 

本日の会議は、船橋市情報公開条例第２６条により原則として公開すること、また、船

橋市附属機関等の会議の公開実施要綱第８条の規定に基づき、会議概要の公表、会議録の

公表が行われ、全録版は開示請求の対象となる公文書であり、原則、委員の氏名及び発言

内容についても開示されることをご了承ください。また、本日傍聴希望者はございません

ので、ご報告申し上げます。 

ここで事務局より委員の方々のご紹介をさせていただきます。 

まずは、施設利用者代表の３名をご紹介させていたします。船橋市美術連盟 理事長 

中台雅幸（なかだい まさゆき）様。 

 

中台委員 船橋市美術連盟の理事長を務めさせていただいている中台雅幸です。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

事務局 続きまして、船橋市茶道連盟 会長 臼田 宗紀（うすだ そうき）様。 

 

臼田委員 臼田でございます。よろしくお願いします。 

事務局 続きまして、船橋市日本舞踊連盟 副会長 水木 啓歌（みずき ひろか）様。 



 

水木委員 水木啓歌と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局 次に東北芸術工科大学 教授 酒井清一（さかい せいいち）様。 

 

酒井委員 よろしくお願いします。 

 

事務局 酒井先生からは、文化施設運営の視点からご意見を賜りたいと思います。 

次に、千葉県税理士会船橋支部 相談役 佐藤 純一（さとう じゅんいち）様です。 

 

佐藤委員 佐藤です。よろしくお願いいたします。 

 

事務局 佐藤様には、特に応募者の財務状況について、専門的なお立場からご意見を賜り

たいと思います。 

そして、船橋市教育委員会 教育次長 小山泰生です。 

 

小山委員 小山でございます、よろしくお願いいたします。 

 

事務局（補佐） ありがとうございました。 

では、議題に移りたいと思います。委員長の選任までは事務局で進行させていただきま

す。 

まず、議題（１）「選定の概要について」を、担当から説明させていただきます。 

 

事務局 皆さん、改めましてこんにちは。文化課の石崎です。よろしくお願いいたしま

す。インデックスの付いている資料の１をご覧ください。指定管理者候補者選定の概要に

ついてご説明申し上げます。 

まず始めに、指定管理者制度とは何か、という話と、市民ギャラリー・茶華道センタ

ー、つまり今回選定の対象となる施設のこと、選定委員会の役割についての３点をご説明

申し上げます。 

まず、指定管理者制度は、これまで文化施設・スポーツ施設・公園といった公の施設の管

理・運営を外部に委託する場合に、いわゆる外郭団体といった公共的団体に限定して委託

することが認められていたものを、株式会社といった民間事業者や NPO団体などにも委託

することができるとした制度です。施設の管理・運営に、民間の能力やノウハウを幅広く

活用して、住民サービスの向上と経費節減を図ることが目的で、平成 15年に創設されま

した。船橋市でも、市民ギャラリー・茶華道センターのほか、船橋市総合体育館であった

り、海浜公園・アンデルセン公園のような大型公園であったり、老人福祉センターなど



で、指定管理者制度を導入しています。 

この制度は、多様化する住民ニーズに対し、効果的かつ効率的に対応することで、公の

施設の設置目的を達成することができると認められる際に導入するものでございます。単

なる価格競争となる入札とは若干異なります。また、サービスの提供者を幅広く求めるこ

とに意義があることから、候補者の募集の際には公募とすることが望ましいとされている

ほか、指定管理者による管理が適切に行われていることを確認するとともに、その時代に

あったニーズに対応した施設の管理運営を行える最適な管理者を選んでいけるよう、指定

管理期間を定めるものとされています。期間は安定的な施設管理とニーズ等への対応を考

慮し、5年としている例が多いです。 

次に、今回の対象施設である船橋市民ギャラリーと船橋市茶華道センターの概要につい

てご説明いたします。両施設は本町 2丁目のスクランブル交差点に面した、中央公民館の

すぐそばですね、再開発ビルである、船橋スクエア２１ビル内に設置された施設で、平成

５年１月に開館しました。市民ギャラリーは 3階全フロア、茶華道センターは 5階の一部

となっており、条例上は別個の施設として取り扱いをしております。しかし、管理・運営

については、効率的に業務を行うため 3階に事務室を置き、開館以来、両施設を一体管理

しており、平成１８年度からは指定管理者制度を導入しています。今回の指定管理者候補

者の選定にあたっても、両施設を一体として管理・運営する事業者を選定することとなり

ます。 

市民ギャラリーは、市民の文化・芸術活動の成果を発表する場として、また、身近に芸

術作品を鑑賞できる場として、市民の皆さまに親しまれています。貸出しスペースは広さ

の異なる４つの展示室と２つのホールで構成されており、総面積は約７４５㎡となりま

す。６つの部屋は可動パネルで部屋の間仕切りや展示レイアウトをフレキシブルに変える

ことができ、絵画・写真・彫刻・陶芸等の展示会で利用されております。近隣のギャラリ

ー施設に比べ面積が広いことが特徴で、昨年度の利用率は約８５％、利用者数は８６，１

４３人となっております。なお、利用状況は平成２１年度にピークを迎えており、この１

０年間で残念ながら利用率・利用者数ともに下降傾向にあることが課題となります。 

続きまして、茶華道センターは、茶道・華道・舞踊といった日本の伝統文化の活動拠点

となり、それらを普及・啓発していく施設で、茶室・和室それぞれ３部屋ずつ有しており

ます。特に、茶室は庭園を備えており、内装の設えや格調高い雰囲気により、本格的な茶

会にも対応できる茶道専用施設となります。和室は、華道・日本舞踊・謡曲・着付け・囲

碁・将棋など多様な目的でご利用いただいており、舞台付きの部屋もあることから発表会

等を行うこともできます。昨年度の利用率が、茶室は約３５％、和室は約６０％で、計１

７，９３５人の方にご利用いただいております。特に、茶室は専用施設として用途が限ら

れていることもあり、利用率が３０％台で推移していることから、利用促進が課題となっ

ております。 

両施設とも、令和３年４月１日のご利用分から、施設利用料が改定されることとなって



おります。そのほか、施設の利用状況や取り組んでいる事業の実績については参考資料３

を、平面図や各部屋の広さ等は参考資料４に掲載しております。また、参考資料５は料金

表となりますので、後程ご確認ください。 

続いて、指定管理者選定委員会の役割についてです。 

選定委員会は、来年度からの５年間にわたり船橋市民ギャラリー及び船橋市茶華道セン

ターの管理・運営を行う指定管理者を、公平かつ適正に選定するために設置されたもので

す。その役割は設置要綱第２条に定められており、選定にあたって選定方法及び評価基準

を決定することと、申請者から提案された事業計画書等について評価をし、指定管理者候

補者を選定のうえ教育委員会に報告することになります。選定方法や評価基準等について

は、後程ご審議いただくことになりますのでよろしくお願いいたします。 

また、委員会には委員長及び職務代理者を置くことや教育委員会への報告をもって委員

会は終了することが定められております。詳細は、参考資料２-２が委員会設置要綱とな

りますので、ご確認願います。 

説明は以上となります。 

 

事務局（補佐） 事務局から説明のあった事項について、ご意見・ご質問等ございますで

しょうか？ 

特になければ、議題（２）「委員長の互選」に進ませていただきます。 

「船橋市民ギャラリー及び船橋市茶華道センター指定管理者選定委員会設置要綱」第４

条では、本委員会の委員長は委員の互選により定めることとなっております。 

どなたかご推薦等あればよろしくお願いいたします。 

 

酒井委員 酒井です。僭越ながら、市民ギャラリーと茶華道センターをご利用されている

三人の方がいらっしゃる中で、船橋市美術連盟の会員が多いと伺っておりますので、中台

先生はいかがでしょうか。 

 

委員 異議なし。 

 

事務局（補佐） それでは、中台委員が委員長として推薦されましたがよろしいでしょう

か。 

 

委員 はい。 

 

事務局（補佐） それでは委員長として承認されました。 

それでは委員長、一言ご挨拶をお願いします。 

 



中台委員（以下委員長） 今ご推薦頂いてご承認いただいたわけですが、なにせこういう

ことをあまりやったことがございませんので、皆さんのご協力を得ながら議論を進めて参

りたいと思います。先ほど部長からの挨拶にあったように、新型コロナウイルスの影響で

世の中が停滞していて、文化芸術関係も煽りをうけて、なかなかイベントが開催できない

という関係団体も多く、非常に困っている状況です。今回はお集まりの各先生のご見識を

もって、この選定委員会において色々なご意見をいただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

事務局（補佐） ありがとうございました。 

なお、船橋市民ギャラリー及び船橋市茶華道センター指定管理者選定委員会設置要綱第５

条の規定により、会議の議長は委員長が務めることとなっております。 

この後の進行につきましては、中台委員長にお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

委員長 それでは議題（３）の「職務代理者の選出」ということで、「船橋市民ギャラリ

ー及び船橋市茶華道センター指定管理者選定委員会設置要綱」第４条第４項では、委員長

が欠けた場合又は委員長に事故あるときに、その職務を代理する職務代理者を、委員長が

あらかじめ指定することとなっております。大変恐縮ですが、私から指名させていただき

ます。 

職務代理者には、大学教授として創作活動の現場や様々な文化施設の情報をお持ちと思

われる酒井清一委員にお願い申したいと思いますが、皆様、よろしいでしょうか。 

 

委員 異議なし。 

 

委員長 職務代理者の指名が承認されましたので、酒井先生、一言お願いいたします。 

 

酒井委員 私も市民ギャラリーの事業に関わりがあり、今も「四つ葉のクローバープロジ

ェクト」に携わっております。まさにコロナ禍の時に、ネットを使って全国の 2,000人以

上の子供が参加しており、中身も充実しておりました。ますます時代にあった、市のため

になるような船橋市民ギャラリー・船橋市茶華道センターにしてもらえる指定管理者をお

選びいただきたく、お願い申し上げます。 

 

委員長 それでは次の議題に進みます。 

ここからが、今回の選定に関する部分となりますが、「船橋市情報公開条例」第２６条

第２号にもとづき、不開示情報の審議については、一部非公開とします。今日は傍聴人が

いないので、次の議題（４）「今後の選定スケジュール」ですが、事務局に説明を求めま

す。 



 

事務局 それでは選定委員会のスケジュールについて事務局案をご説明申し上げます。 

資料（２）をご覧下さい。 

本日以降のスケジュールを説明いたします。 

まず、募集要項の配布ですが、７月１日（水）から開始いたします。要項等は市ホーム

ページからダウンロードする形でのみ配布し、窓口配布や郵送対応はいたしません。 

次に、７月１０日（金）に、応募を検討している法人等向けの応募者現地説明会を行いま

す。説明会は事前申込制で、施設概要、募集要項・業務仕様書の説明、応募書類の確認や

申請にあたっての注意事項等を説明いたします。この場での現地質疑は行わないものと

し、質問がある場合は、７月１３日（月）から１５日（水）までにメールで受付すること

とします。寄せられた質問の中で回答を要する事項、回答できる事項は、７月２１日

（火）までに市のホームページで公表いたします。 

その後、７月２７日（月）から８月２１日（金）までの約４週間を応募受付期間としま

す。受付は市役所７階文化課窓口のみとし、郵送などは認めておりません。提出時に必要

書類が揃っているかを確認します。なお、募集期間が終了するまで、要項等はホームペー

ジから取り出せるようにしておきます。 

応募締切後、申請者から提出された応募書類をまとめまして、選定委員の皆さまに送付

させていただき、内容をご確認いただいたうえで、第２回の選定委員会で書面審査を行う

こととなります。第２回選定委員会は、９月中旬を予定しており、審査結果については速

やかに申請者宛てに通知をいたします。 

続いて、第３回選定員会である面接審査になりますが、１０月上旬を予定しておりま

す。この面接審査をもって、審査を終了し指定管理者候補者を選定し、教育委員会にご報

告いただくこととなります。 

その後、申請者宛ての結果通知、教育委員会会議での議決を経て、１２月に予定されて

いる船橋市議会での議決を受けることで、最終的に指定管理者を決定することとなりま

す。 

本選定委員会は、面接審査まで行い教育委員会に候補者を報告することでその役割が終

了いたします。このあと９月中旬と１０月上旬に予定されている２回の選定委員会にご出

席いただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

説明は以上となります。 

 

委員長 ありがとうございます。 

事務局の方から今後のスケジュールについて説明がありましたが、皆様何かご意見・ご

質問等ございますでしょうか。 

特になければ、議題４「今後の選定スケジュール」について、ご承認いただきたいと思

います。 



 

委員 異議なし。 

 

委員長 議題（４）今後の選定スケジュールが承認されました。 

次に、議題（５）「選定方法・評価基準及び順位付け」についてです。 

ここからの審議につきましては、船橋市情報公開条例第２６条２号に該当する情報が含

まれているため、非公開とします。 

 

（内容非公開） 

 

委員長 それでは、議題５ 選定方法・評価基準及び順位付けについて、承認されまし

た。 

次に、議題（６）「募集要項及び業務仕様書」についてです。 

 

（内容非公開） 

 

委員長 それでは、議題（６）「募集要項及び業務仕様書」について、承認されました。 

これで、本日の議題はすべて終了いたしましたので、「船橋市民ギャラリー及び船橋市茶

華道センター指定管理者第 1回選定委員会」を終了いたします。お疲れさまでした。 

事務局の方から何かありますか。 

 

事務局（課長） 本日はコロナの色々な制限もあり、お足元も悪い中お越しいただきあり

がとうございました。書面開催という選択肢もあったのですが、あまりにも書類が多くこ

れを送付するのはどうだろうと思いまして、この場を設けさせていただきました。委員長

の方からもお話がありましたように、審査が始まればいろいろと疑問点が出てくるかと思

います。実際に各申請事業者の資料を送付するのは８月の下旬になりますので、それまで

は資料を読んでいただき、不明な点は電話で結構ですので、文化振興係の係長の石崎、担

当の川村、鈴鹿の方できちんと対応させて頂きますので遠慮なく随時連絡いただければと

思います。本日はどうもありがとうございました。 

 

委員長 スケジュールの中で、次回の第２回選定委員会の日程についてはまだ決まってな

いでしょうか、９月中旬ですか。 

 

事務局 そうですね、９月中旬としか決めていないのですが、改めて担当から皆様に、ご

連絡差し上げ、日程調整させていただきます。 

 



委員長 次回もよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 

 

《終了》 

 


