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第２回吹田市立市民センター等指定管理者候補者選定委員会議事録 

 

 

日  時  令和元年１０月３日(木) 午後１時００分から午後４時００分まで 

場  所  低層棟３階研修室 

出 席 者  芦田委員、井上委員、大原委員、馬場委員、松本委員（５０音順） 

公開･非公開の有無  非公開 

次  第  １ 本日の進行、評価方法等について 

２ プレゼンテーション 〈３団体〉 

３ 採点結果及び順位の公表、採決 

 

委員長     定刻となりましたので、ただ今から、第２回吹田市立市民センター等指定管理者候 

       補者選定委員会を開催いたします。各委員には大変お忙しいところご出席をいただき、 

誠にありがとうございます。 

それでは、まず、事務局から本日の出席者の状況報告をお願いします。 

事務局     本日は選定委員、全員のご出席を頂いておりますので、吹田市立市民センター条例 

       施行規則第２６条第２項及び山田ふれあい文化センター条例施行規則第２７条第２

項の規定により、委員の過半数の出席がございますので、本選定委員会は成立してい

ることを報告いたします。 

委員長     それでは、会議に入りたいと思います。本日は、お手元の次第のとおり、進めさせ 

て頂きます。本日の進行について、事務局より説明をお願いします。 

事務局     【事務局説明】 

委員長     ただいま、事務局より説明がありましたが、ご意見ございましたらお願いいたしま

す。 

       〈 意見なし 〉 

委員長     無いようですので、それでは次に、評価方法について事務局から説明をしてくださ

い。 

事務局     【評価方法の説明】 

委員長     ただいま、事務局より説明がありましたが、ご質問ございましたらお願いいたしま

す。 

       〈 意見なし 〉 

委員長     それでは、私より１点お尋ねいたします。今回の指定管理者選定で、各団体におけ

る財務面や経営状況について専門的観点から、何かご意見はございませんでしょうか。 

委員      資料（望ましい貸借対照表のルール）を用意いたしましたので、お手元にお配りい 

たします。 

        ３つほどルールを設定しております。三団体とも貸借対照表を提出して頂いていま 

すので、それに沿ってルールを適用していくということになります。 

１支払い能力について、流動比率ということで書いておりますが、①/③から 120パ 
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ーセント以上ということで、①の流動資産というのがキャッシュです。③の流動負債 

というのが、負債になります。ですので、流動資産が多い方が、支払いが非常に円滑 

に行われている、という考え方です。ですから、支払い能力ということで、120パー 

セント以上が望まれまして、このルールというのは、大阪府で社会福祉法人が財務面 

の基準を作っておりますので、その基準を採用しております。 

まず一番目の団体ですが、226パーセント。二番目の団体は 198パーセント。三番 

       目の団体は 223パーセントということで、120パーセントをかなり上回っているとい 

うことになります。 

        それと、二つ目になりますが、２固定長期適合比率という比率がございます。これ 

       が 100パーセント以下であれば、妥当であるという考え方になります。詳しい考え方 

       になりますと、分子に②固定資産（建物、土地）、分母に④＋⑤となっておりますが、 

    いわゆる一年以上にわたって返していく負債と純資産、要するに長期にわたって使っ 

    ていくもの、長期にわたって返していくものが適合しているということで、これが 1 

    00パーセント以下であれば良しとする基準になります。 

     一番目の団体が 52パーセント、二番目の団体が 51パーセント、三番目の団体が 48 

    パーセントということで、各社とも 100パーセント以下ということで資金繰りが圧迫 

される恐れがないということになります。 

     最後の三つ目のルールになりますが、イメージ的にはおわかりになると思いますが 

    分子に純資産、いわゆる返す必要のない資本金を分子にもってきます。あと③+④+⑤ 

    というのはいわゆる全部の資本ですので、自己資本が 33パーセントあれば非常に安 

    定しているということになります。いわゆる返済不要の資本を元手に事業を行ってい 

    るというイメージになります。33パーセント、これは経験値になりますが、この数値 

を超えてくださいというになっていますので、それに基づいて見てみますと、一番目 

の団体が 64パーセント、二番目の団体が 65パーセント、三番目の団体が 69パーセ 

ントということで、非常に自己資本比率が高いとうことで、財政状態については、社 

会福祉法人の認可基準をクリアしていると考えております。損益計算書については、 

その期その期のお話になりますので、あてにならない。 

それよりも利益を蓄積している貸借対照表が一つのルールになると考えておりま

す。以上が私からの説明になります。 

委員長     ありがとうございます。三団体とも基本的な財務指標については問題ないというこ

とかと思いますが、この点につき何かご質問はございますか。 

それでは、質問がないようですので、次第に従いまして、各団体からのプレゼンテ 

ーションを順にしていただきたいと思います。プレゼンテーションを受ける団体に入 

室してもらってください。 

〈ａ事業者入室〉 

事務局     お待たせいたしました。ただ今から、吹田市立市民センター等指定管理者の選定に 

       当たりまして、申請をいただきました団体から、プレゼンテーションを受けることと 

       します。団体名は「ａ事業者」さんです。 
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      説明は、着席したままでも結構です。プレゼンテーションの持ち時間は 15分とし 

     ております。残り時間 1分前には事務局から残り時間を提示いたします。時間になり 

ましたらチャイムを鳴らします。時間内にプレゼンテーションが終わらないときは、 

打ち切らせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

なお、そのあとに選定委員からの質疑応答の時間を１０分間設けておりますので、 

できるだけわかりやすく、簡素に説明していただきますようお願いいたします。 

（以下、「事務局説明１」という。） 

〈 ａ事業者 プレゼンテーション 〉 

事務局     ありがとうございました。説明が終わりましたので、質疑に移らせていただきます。 

〈 質疑応答 〉 

委員      施設のビジョン・方針について質問です。2ページのところに基本理念としまして、

まちづくりに貢献するとありますが、具体的にはどのような運用を考えていらっしゃ

いますか。 

事業者     基本的に市民センターは地元密着型を目指した施設になります。市民の方々の情報 

を収集して、みなさんと一緒に施設の運営を行う。たとえば豊一であったら、少し奥 

まったところにありますので、なかなか外部の方が目に触れないような施設でござい 

ますので、周りの方と一緒に、施設の運営を行うというかたちになります。五年間と 

期間がございますので、それを徐々に広げていきまして、アバウトな言い方になりま 

すが、こういったまちづくりに貢献したい、最終的な目標となります。 

委員      26ページから 27ページに関して質問です。ライフサイクルマネジメントという考 

え方が出てきているが、建物の設備それぞれの大きな修繕が必要だがその場合の判断 

はどう行うのですか。 

事業者     施設の診断や建築物基準の点検する資格も持っているので、建築物点検を３年に１ 

回行うのも直営でできる。我々の社員の者が現場に行って一定の判断ができる。 

委員      男女の平等な利用を目指すという記入があるが、その部分の具体的な催しについて。 

事業者     現在は女性メインの催しが多い。それに対してたとえば男性目線の、特に体操やヨ

ガは女性が多いので、男性や高齢の方も取り込んでいけるような催しもできればと考

えております。男女区別なく障がい者であるとか、すべての世代の方から苦情が出な

いような内容にしていければと思います。 

委員      収支計算書ですが、千里丘市民センターが赤字になっていると思いますが、これは 

どうしてでしょうか。 

事業者     根拠としましては、現在の指定管理者の収支状況報告書を参考にさせていただいて 

いるのですが、今現在千里丘市民センターで結構な赤字を出していらっしゃいますが、 

千里丘市民センターで赤字が出て、山田ふれあい文化センターで黒字が出て、トータ 

ルするということになっているようです。特に山田ふれあい文化センターの委託費で 

すが、われわれ積算させていただいた金額と、現行業者が出していらっしゃる委託費 

とを比較すると、我々のほうが安い。当然我々も民間企業ですので、一番下の項目の 

管理運営費に会社の利益も乗せさせていただいていますが、今ご指摘のありました山 
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田ふれあい文化センターの委託費が少し上がっているということで、このような検証 

になっております。決して我々は収益を上げようとは考えておりませんが、結果的に 

このような形になっております。 

委員      本来の施設の運営とは外れるのですが、昨年は北摂地震もありましたし、台風の災 

害もありましたし、吹田の中で避難所というものを、市が必要に応じて開設するとい 

うような位置づけになっている施設だと思います。指定管理者の方がはいわゆる覚書 

を交わして、可能な限り協力をお願いしたいというスタンスだと思いますが、そこの 

部分でひとつご意見をお聞きできればと思います。 

事業者     今ご指摘のありましたとおり、避難所の開設というのは我々の領域ととらえており

ますし、場合によっては水・食料といった備蓄といったものも考えております。こう

いった大きな災害というものはいつ起こるかわかりませんので、たとえば水は一定量

備蓄するなど、積極的に避難所開設をするつもりがございます。またスタッフに関し

ましても一応地元の方を雇用するつもりでおりますが、スタッフの方の安全を確保し

たいという思いもありますので、基本的に施設に来る場合も必ず歩いてくる、やはり

自分の身の安全と家族の身の安全を第一に考えていただきたいと考えております。当

然わたくしも参集いたしますし、来られるスタッフも必ず来てくださいということに

なります。参集しましたら、やはり皆さまお困りで集まられる訳ですから、互いに協

力しあって避難所を運営するというかたちは、普段の施設運営と全然変わりがござい

ません。 

委員      ありがとうございます。わたしの方から追加で質問です。管理体制計画書 6 ページ

のところの総括責任者・館長・副館長というのは、どのような方を想定されています

か。 

事業者     職務内容を書かせてもらっているのですが、総括責任者は基本的に千里丘市民セン 

ターに常駐という意味ではなくて、4施設まわってもらいます。 

委員      そうではなくて、どういう人を雇用されるつもりですか。 

事業者     総括責任者に関しましては、一定のマネジメントといいますか、人員掌握できる方

を求めます。またパソコンスキルは必ずいります。あと接遇スキルです。これは館長・

副館長みなさんそうですが、そういった接遇ができる方を求めます。加えて、落ち着

いて対応できる方、高圧的になられても困ります。我々は皆さまから頂く意見を基に

目標を掲げたいと思いますので、目標設定とその推移の数字を見極められる方を考え

ています。総括責任者は 4 施設を統括できる方となります。館長はいわゆる館のトッ

プでございますので、総括責任者と同様にスタッフを何人も雇用しますので、その人

員掌握は当然のことながら接遇もできる方。また年齢層につきましても、できればだ

いたい 40代から 60代がベストかと考えております。あまりお年を召しすぎていても

少し、と考えております。副館長は館長の補佐役となります。副館長以下のスタッフ

の直接の上司になりますので、様々な人の相談事の受け止め役にもなるかと思います。 

事務局     ありがとうございました。それではこれをもちましてプレゼンテーションを終わら

せていただきます。この指定管理者の選定につきましては、１０月中旬頃までに書面
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で通知いたします。本日はありがとうございました。（以下、「事務局説明２」という。） 

〈 ａ事業者退室 〉 

〈 ｂ事業者入室 〉 

事務局     お待たせいたしました。続きまして２団体目の事業者よりプレゼンテーションを受

けることとします。団体名は「ｂ事業者」さんです。 

       「事務局説明１」 

〈 ｂ事業者 プレゼンテーション 〉 

事務局     ありがとうございました。説明が終わりましたので、質疑に移らせていただきます。 

〈 質疑応答 〉 

委員      ではわたくしの方から質問させていただきたいと思います。今回共同でされるとい

うことですが、どういう役割分担になるのでしょうか。 

事業者     それに関しては、わたくしの方からご説明させていただきます。設備関係の方を、

今回共同で行う事業者がするにあたり、今回共同体を組むことによって指定管理者で

しか知りえなかった情報を共同体として共有できますので、まず予防修繕がすばやく

行えるという点と、もしなにか事故が起こったとしてもお客様へのご迷惑を最小限に

とどめることができる処置をできるという点と、その時間短縮のおかげで我々はお客

様に対するサービスの提供にあてられると考えております。 

委員      プレゼンテーションの中や、事業計画書の中にもありますが、トイレの洋式化であ

るとか防犯カメラの設置であるとかハード面の整備・改善がいくつか入っていると思

うのですが、このあたりの費用・予算というのは収支計画書の中のどこにのっていま

すか。 

事業者     それは修繕費の方に積み立てておりまして、防犯カメラ等に関しまして、高額でな

いものに関しましては消耗品費に入っております。 

委員      人員配置 6番についてですが、統括責任者 1名・副統括責任者 1名ということで結

構充実しているように思いますが、これは現行の管理体制と同じということなのでし

ょうか。 

事業者     人員配置に関しましては、現行の体制と変わりはございません。 

委員      一枚目の総合方針になりますが、課題の認識といたしまして、これまでのコミュニ

ティの希薄化・コミュニティ力の弱体化、おっしゃる通りだと思います。吹田の方も、

自治会への加入率も下がっております。そういう意味では都市化がそのようにさせて

いると思いますが、行政もそのあたりは難しい、社会の変化もありますので。このコ

ミュニティの希薄化をどのように防げるか、総合的な方針についてお聞きしたい。お

っしゃっているのは、ゆるやかなつながりということになるかと思いますし、この「ゆ

るやか」というのがミソだと思うのですが、そのあたりの想いがあろうかと思います

ので、ご担当者のご意見・考え方をお聞かせいただければと思います。 

事業者     まずわたしの方から、この「ゆるやかなつながり」についてご説明させていただき

ます。そのあとで、ここの館でどのような取り組みをするのかという点についてご説

明させていただきます。今までわたしも大阪の区民センターなどで勤務してきまして、
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なかなかコミュニティを強制的に作るというのは難しいと感じております。その中で、

去年の地震・台風の災害を経験されて、みなさん防災に関しては過敏になられていま

す。災害時に強制するのではなくて、防災情報であるとか、地域の未就学児をお持ち

のお母さんに向けた情報などを出来るだけ発信していって、センターが核になって行

政との橋渡しをする、そのような考え方を持っております。ですので、強制的に自治

会に加入していただくのではなくて、センターで情報を得ながら自治会の良さを知っ

ていただいて、防災訓練にも参加していただいて、その中でご本人さんが納得されて

自治会に加入していただく、サークルを作る、コミュニティを作るといった方向に発

展にしていけば素晴らしいと、わたしは考えております。 

事業者     現場を預からせていただくわたしといたしましては、やはり地域の方とのつながり

はとても多くございまして、自治会さんからは加入者が増えないとのお声もいただき

ます。新しい方が転居されてきてもどうやって地域とつながっていけばいいかなかな

か接点を持ちにくいという感覚を持っておりますので、市民センターの役割といたし

ましては先ほど申し上げたとおり「つなげる」にかかっていくのではなくて、「つなが

れる場所を作りつづける」という部分がわたし共の取り組むべきところだと思いまし

て、このような提案をさせていただいています。あとは、その中で地域と新しいメン

バーがくっついていけるような仕組みを考えていきたいと思っています。 

事業者     補足ですが、この課題というのは、吹田市さんだけではなくて他の自治体でも同様

と考えています。わたくしは本社の人間ですが、以前はある自治体のこのような生涯

学習センターのセンター長をしておりまして、この課題に対応するために「ゆるやか

なつながり」という方針を打ち立てたり、あるいは「縁側」というものをキーワード

にしたり、いかに多様なかたちのコミュニティを作るかを考えてきました。例えば申

し込みをしなくても入れるサークルを作るとか、あるいはお母さんの子育て広場から

子育てコミュニティを作るなど、いろんな取り組みをしてまいりましたので、そうい

った意味では、わたしたちグループのそういった事例を吹田市の方にも導入して一緒

に作っていきたいと考えております。 

委員      そうしましたらわたくしの方から。利用者の方は、高齢者から障がい者の方まで多

様な方がいらっしゃると思いますが、そちらの方の対応はどのように考えていらっし

ゃいますか。 

事業者     さきほど申し上げた通り、トイレの洋式化というのは年配の方にはとても重要な内

容だと聞いています。実際、施設の運営の中で、トイレで倒れてしまってなかなか立

ち上がられなくなったという事例も生じておりますので、お金のかかるところではご

ざいますが洋式化させていただくというのは、大事だと感じています。段差でつまず

いてしまうということもありますので、そういった箇所を迅速に発見して対応してい

きたいと考えています。障がい者の方は、正直利用率は今のところあまり高くはない

ですが、ただわたくしどもが掲げているコミュニティを作っていく、市民の方が誰も

が輝ける場所を作っていくという目標達成のためには、もう少し設備を整えるである

とか、地域と連携してもっと使っていただけるような施設の充実を考えています。 
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事業者     ちなみに補足しますと、提案書 23ページにあります防犯カメラ、トイレの手すりに

ついてです。先日、私どもが管理している施設で、和式トイレで立ち上がれなくなる

というお客様がいらっしゃいました。その方向けにたとえば電話番号を書き記してト

イレの個室のなかに貼っております。「立ち上がれなくなった場合や気分が悪くなられ

た場合は、センターの方にお電話ください」という内容の貼り紙です。シャワー付き

便座も取り付けました。こういった細かいことですが、われわれの手で出来る範囲で

お客様の利便性向上につながるようなことに取り組んでおります。 

事務局    「事務局説明２」 

〈 ｂ事業者退室 〉 

〈 ｃ事業者入室 〉 

事務局     お待たせいたしました。続きまして３団体目の事業者よりプレゼンテーションを受

けることとします。団体名は「ｃ事業者」さんです。 

「事務局説明１」 

〈 ｃ事業者 プレゼンテーション 〉 

事務局     ありがとうございました。説明が終わりましたので、質疑に移らせていただきます。 

〈 質疑応答 〉 

委員      会館を運営されているということで、地域との関わりとして自治会やコミュニティ

団体など、そういったところと何か連携はされているか。 

事業者     その辺に関しては、特に活動を活発にやらせていただいているのが西区民センター

です。日ごろから西区民センターをご使用いただいている社協や協議会団体、PTA や

婦人会等は、しばしば打ち合わせ等に来ていただいたりしている。また館長も実行委

員会や運営委員会に呼ばれ、役職がついて出席もしている。そういった事もあり、地

域コミュニティとの連携というところでは、非常に濃く、常に毎日どなたかと接して

いる。また、人権の講演をさせていただいた時も、コミュニティの団体さんが協力し

てくださり、人員の動員、整理、準備等々もやっていただいている。 

地域の方々との連携の取り方というのは、自信を持っている。 

委員      特に高齢者や障がい者を意識された取り組み、あるいは、そういった方が参加でき

るような仕組みづくり等はありますか。 

事業者     高齢者や障がいをお持ちの方々は、正直申しまして仕事の内容によって、合う・合

わない、できる・できないというのがあると思います。西淀川区の駐車場のキャンペ

ーンでは知的障がいの方がチラシを配ったりしている。ウィンズ道頓堀等は、ほとん

ど高齢者の方に、暑い中ではあるが頑張って地域の清掃に取り組んでいただいている。

そういう風な形で『やれる事、できる事』と働いていただける環境の仕組みは持って

いる。 

委員      就労についてはよくわかったが、参加対象として、自主事業を展開するうえで、障

がい者の方や高齢者の方を対象とした事業の展開について具体的に教えてください。 

事業者     いらっしゃるお客様にはかなり高齢の方がいらっしゃいます。90歳の方もいらっし

ゃいます。イベントをされても、平均でいうと来館者は 60歳を超えていらっしゃいま
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す。高齢の方でもやれること、進んでやろうとすることは、ご自分でご連絡いただい

て、こちらの方はそれを受ける体制を確実にしたいという考えです。障がい者の方来

てください、お年寄りの方来て下さい、というような体制はとっておりません。 

事業者     各館やはり退職後に生きがいを求められる高齢の方がいらっしゃいます。いろいろ

ご自分のされたいことを実現するために施設を利用される。例えば住之江神社の歴史

といった高齢の方が興味を持つイベントを企画していますので、そこをフックに健康

と福祉にお役に立てるようなイベント作りというのは、各館考えて取り組んでおりま

す。 

委員      いろんな施設で実績がおありのようですが、今回の 4施設それぞれでこういう活動

をしていったら良いというような具体的な案はございますか。 

事業者     まず特徴としては全館多目的ホールをお持ちだと思います。もう少し大きな規模で

名古屋の生涯学習センターにも体育館という大きなスペースがありますが、そこまで

いかなくても、多目的ホールのあれだけの規模があれば、健康をテーマにした利用が

可能であると考えます。吹田市の中にはたくさんの大学・高校・中学校がありますの

で、そちらの学生さんたちがいらっしゃって、今流行りのダンスであるとか、高齢の

方でしたらヨガや転倒防止の運動などをしていただけると考えています。転倒防止の

運動イベントについては西区の方で行っております。最近始めたイベントで喜んでい

ただいているのは、スポーツシューティングなどもあります。また、これからの万博

を控えて語学研修であるとか、体と頭を使った多目的ホールと会議室をリンクさせな

がら発信できるようなイベントをできれば新しい文化も生まれてくるのでないかとい

う想いもあります。全館のバランスのとれた形で使用率をあげていきたいと考えてお

ります。 

事業者     付け加えさせていただきます。実はわたくしは吹田市民でございまして、吹田市豊

一市民センターの近くに住んでおります。わたしの妻もそちらでヨガをしております。

その関係もありまして実際にセンターでおこなわれている講座やイベントをチェック

しておりまして、その中には抜けているところも多分にございます。わたしが挙げた

既存のものは絶対に残しておき、隙き間隙き間で追加していくというのが良いかと思

います。今も話した通り、多目的ホールの使い勝手がとても良いと感じております。

多目的ホールはかなり充実できると思います。例えばダンスひとつにしてもいろいろ

な種類がございます。空手であるとか太極拳であるとか、多目的ホールで出来ること

は数多くあると思いますので、そのあたりは追加して行っていきたいと考えておりま

す。 

委員      常に笑顔でお迎え対応します。利用者の方ではなくて、御社の従業員の方・働かれ

る方が笑顔で対応します。なかなか人間ですので、難しいと思います。そこのモチベ

ーションをどうするか、要するに、従業員の方が常に笑顔でお客様に対応するという

ところのモチベーションをどのように御社の中で取り組まれているかをお聞きしたい。 

事業者     笑顔というのは忙しいと笑顔が出てこない、暇だとなかなか笑顔は出てこない、こ

れは現実的なことだと思います。忙しいとやはりお客様の出入りも空気も流れますの
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で、モチベーションも上がっていくと感じております。ですので、まずは利用率をあ

げていくのが基本的に大切なことだと思います。それと本社担当者がしかめ面をして

現場に行って、施設のスタッフに多くの注文を出してもモチベーションは上がらない

ので、やはりチームとして本社も一緒にやっているのだという関わり方は必要かと思

います。それともう一つは、ホスピタリティのマニュアルがございますので、それを

配布して随時読んでいただくということになります。暇なときは施設内を巡回してい

ただいて、同じ空間でも日々新しい発見があると思いますので、それを感じていてい

ただいてお客様に接していただきたい。そうすることでお客様からも「ありがとう」

のひと言があると思いますので、その「ありがとう」のひと言がモチベーションにな

るような教育を行っていくのが根本になると思います。ただやはり常に笑っていれば

この人おかしいと思われますので、対応に関しては笑顔が基本、来館される方が口コ

ミで増えていけば、それがモチベーションになると思います。こちらから与えるもの

はモチベーションにはならないと感じております。 

事務局    「事務局説明２」 

〈 ｃ事業者退室 〉 

事務局     以上を持ちまして、プレゼンテーションを終了いたしました。委員長よろしくお願

いいたします。 

委員長     委員の皆様、大変長時間にわたる３団体によるプレゼンテーションをお受けいただ

き、お疲れ様でございました。各委員におかれましては、厳正な審査をお願いしたと

ころでございますが、この採点結果を事務局で集計いたしまして、指定管理者候補者

と次点者について最終決定を行いたいと考えております。 

なお、採点表につきましては、再度、各委員による確認をしていただくための時間 

を１０分程度設けておりますので、確認後、事務局への提出をお願いいたします。 

〈 採点・集計 〉 

委員長     それでは、会議に入りたいと思います。進行について、事務局より説明をお願いし

ます。 

事務局     選定委員会で、長時間の選定審査を行っていただきまして、誠にありがとうござい 

       ました。選定方法につきましては、各委員に採点していただきました評点合計による 

順位付けをしていただきました。各委員の採点結果及び順位付けにつきましては、お 

手元のとおりでございます。各委員にお配りしております用紙には、委員名を入れて 

おりますが、全体に集計したもの及び今後ホームページ等で選定結果を公表いたしま 

す際には、評点表の委員名につきましては非公開とさせていただくことといたしてお 

ります。今回の指定管理者候補者の選定方法につきましては、第１位の順位付けをし 

た委員数が過半数を超えた場合は、その団体を指定管理者候補者とすることとなって 

おりますので、今回の採点表から、「大阪ガスビジネスクリエイト・国際ライフパート 

ナー共同事業体」が 5委員において、第１位と指名されました。 

その結果、「大阪ガスビジネスクリエイト・国際ライフパートナー共同事業体」を第 

1位とした委員が過半数を超えましたので、吹田市立市民センター等指定管理者の候補
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者と決定させていただきたいと存じます。 

       次に、次点者の決定についてでございますが、指定管理者候補者を除く選定委員の 

順位の合計が一番小さな団体である「平和興業（株）」を次点者とさせていただきたい 

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長     ただいま、事務局より採点結果に基づく説明がありましたが、委員におかれまして、 

       ご意見がございましたらお願いいたします。 

〈 意見なし 〉 

委員長     それでは、「吹田市立市民センター条例施行規則第２６条第３項及び吹田市立山田ふ

れあい文化センター条例施行規則第２７条第３項」の規定により、採決をさせていた

だきます。選定委員会としまして、「大阪ガスビジネスクリエイト・国際ライフパート

ナー共同事業体」を吹田市立市民センター等指定管理者の候補者として、次点候補者

を「平和興業（株）」とすることにご異議ございませんか。 

〈 意義なし 〉 

委員長     ただ今の決議により、吹田市立市民センター等指定管理者の候補者及び次点候補者

について決定をいたしました。つきましては、「吹田市立市民センター条例第１０条第

２項及び吹田市立山田ふれあい文化センター条例１０条第２項」の規定により、本選

定委員会より吹田市長に対しまして、答申を行うことといたします。 

これをもちまして、吹田市立市民センター等指定管理者候補者選定委員会を終わら 

せていただきます。 

 

以 上 


