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会 議 名 平成 29年度第１回港区立エコプラザ指定管理者候補者選考委員会
開 催 日 時 平成 29年４月５日（水曜日） 午後４時から午後６時まで
開 催 場 所 区役所８階 環境課会議室

委 員
（出席者）守田委員長、新井副委員長、奥委員、山﨑委員、湯川委員

（欠席者）なし

事 務 局 小板橋地球温暖化対策担当課長、荻原地球環境係長、田中

会 議 次 第

１ 開会

２ 委嘱状の交付

３ 環境リサイクル支援部長あいさつ

４ 委員自己紹介

５ 委員長の選出

６ 議題

（１）港区立エコプラザ指定管理者の公募要項（案）について

（２）港区立エコプラザ指定管理者候補者選考基準及び採点表について

（３）その他

７ 閉会

配 布 資 料

（配布資料）

 資料１   港区立エコプラザ指定管理者公募要項（案）

資料１－２ 港区立エコプラザ指定管理者公募要項（案）別紙一覧

資料２   第一次審査採点表（案）

資料３   第二次審査採点表（案）

資料４   港区立エコプラザ指定管理者候補者選考スケジュール

参考資料１ 港区立エコプラザ指定管理者候補者選考委員会設置要綱

参考資料２ 港区立エコプラザ指定管理者候補者選考委員会委員名簿

参考資料３ 港区立エコプラザ条例

参考資料４ 港区立エコプラザ条例施行規則

参考資料５ 港区立エコプラザ利用登録要綱

参考資料６ 港区立エコプラザ運営要綱

会議の結果及び主要な発言

事務局

委員長

開会

 第１回港区立エコプラザ指定管理者候補者選考委員会を開会します。本委員会

は、「港区立エコプラザ指定管理者候補者選考委員会設置要綱」に基づき開催い

たします。

 委員長選任まで、事務局で進行を務めさせていただきます。

（互選により守田委員長に決定）

 議題１の港区立エコプラザ指定管理者の公募要項（案）について、事務局から
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委員長

委員１

事務局

委員１

委員長

事務局

委員１

事務局

委員２

事務局

委員１

委員３

委員長

事務局

委員長

委員長

説明をお願いします。

（事務局から、港区立エコプラザ指定管理者公募要項（案）について説明）

 意見、質問等はありますか。

 ５ページの「ウ 環境保全に関する学習に関すること」ですが、そのような事

業の中核にあたる「ア 環境保全に係る普及啓発に関すること」に含まれる部分

が大半だと思いますが、ここで明記されている３つのテーマ「低炭素型社会」、「自

然共生型社会」、「循環型社会」の中に落とし込めないそれ以外の環境保全に関す

る普及啓発事業を提案してほしいという趣旨でしょうか。

 港区立エコプラザ条例第３条の事業を記載しているためこのような形にして

います。３つのテーマを踏まえた上で、学習について提案してもらう趣旨です。

普及啓発事業及び環境学習に係る事業を、特にこの３つのテーマについてやっ

てもらいたいということであれば、「ア 環境保全に係る普及啓発に関すること」

にまとめたほうがよいですね。

そのほうが分かりやすいです。

 そのようにいたします。

 条例の趣旨が公募要項に反映されていれば、条例の条文の並び順のとおりで無

くてもよいですね。

 お見込のとおりです。

 ７ページの職員体制について、「ビオトープ管理士資格を有する職員」を「ビ

オトープ管理士資格またはそれに準ずる経験を持つ職員」にした方がいいのでは

ないでしょうか。ビオトープ管理士は、少し前に注目された資格です。資格を取

得していない場合でも、必要な経験と知識があればいいと思います。

そのような文言にいたします。

 ８ページの「震災及び新型インフルエンザが発生した場合を想定し、港区業務

継続計画に基づき」とありますが、震災及び新型インフルエンザの発生以外の緊

急事態は想定しなくていいのでしょうか。

区では業務継続計画は、中長期で対応が必要になるものとして、震災編と新型

インフルエンザ編を作っています。その他の緊急事態については、７ページ（２）

の危機管理基本マニュアルに定めています。

 指摘した部分について修正をお願いしたいと思います。よろしいですね。

 承知いたしました。

 それでは、公募要項についてはよろしいですか。

（異議なし）

 議題２の港区立エコプラザ指定管理者候補者選考基準及び採点表について、事

務局から説明をお願いします。
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委員長

事務局

委員長

委員１

事務局

委員１

事務局

委員３

事務局

委員長

副委員長

事務局

副委員長

事務局

副委員長

委員２

事務局

委員２

委員長

副委員長

委員３

（事務局から、港区立エコプラザ指定管理者候補者選考基準及び採点表について

説明）

 財務状況分析については点数化せず、可か不可かの評価を公認会計士がすると

いうことですね。

お見込のとおりです。

 その他、いかがでしょうか。

 第一次審査採点表の「資金・収支計画書の妥当性」に天井工事に伴う経費につ

いての妥当性の項目がありますが、天井工事は指定管理料に含めるのですか。

 天井工事の施工及び経費負担は区になります。工事期間中に、事務室機能を一

時移転する必要があるため、そのための経費を指しております。

 この記載ですと、工事の費用だと勘違いします。

 「事務室移転等」と入れさせていただきます。

 提案書の概要版は提出書類になっていますか。

 はい。提出書類の中に概要版があります。

 それでしたらいいですね。

 第二次審査ですが、港区の特性を理解しているかというところが評価をする上

で必要だと思うのですが。

 そのとおりだと思います。企業の姿勢がよくわかりますよね。

 では、第二次審査で「港区の特性について捉えた提案であるか」を評価項目に

追加いたします。

 プレゼンテーションは、実際の担当者が行うのですよね。

 館長予定者に来て頂くことにしています。

 そこで、事業者の意欲の高さ及びコミュニケーション能力をみるのですね。

 評価項目の「魅力ある環境学習事業の実施」の審査項目に、提案書の内容と整

合するプレゼンテーションであるかとありますが、プレゼンテーションをする事

業者に、事前に提案書の内容から逸脱しないように伝えれば、審査項目に入れる

必要はないと思います。

 プレゼンテーションだけ秀でていたり、逸脱するような例も見受けられるよう

なので、審査項目に挙げさせていただきました。

それでしたら、地域特性やグローバルな視点など、内容に関することと、資料

とプレゼンテーションの整合性など、形式的なことを分けるなど、項目を整理し

たほうがいいと思います。

 評価項目エの事業者の意欲の高さ及びコミュニケーション能力に入れてはい

かがでしょうか。

館長予定者の信頼性などを評価するということなので、それでいいと思いま

す。

 第二次審査の採点項目の危機管理能力の有無について、第一次審査でも評価項

目としていて、また加点項目でもあります。そのうえで、さらに第二次審査で評
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副委員長

事務局

副委員長

委員３

委員長

事務局

副委員長

委員長

委員２

委員長

事務局

委員長

委員長

事務局

委員長

価をする必要はありますか。

施設の特性等を踏まえて第二次審査でも評価したほうがいいということでし

ょうか。

事務局はどのように考えていますか。

 危機管理能力は重要な事項であると考えております。小項目であっても、評価

項目のひとつにはしたいと考えております。

 第一次審査は書類なので、第二次審査のプレゼンテーションで直接質問し、危

機管理能力の有無を判断することは必要と考えます。

 宿泊施設や特別養護老人ホームなどの施設では、危機管理のウェートは高いと

思いますが、エコプラザの施設の性質から、他の項目と同じ配点で評価をする必

要があるかどうかということだと思います。項目として評価することは必要だと

思います。

小項目としましょうか。

 エコプラザは不特定多数の人が来館する施設であることから、評価項目にはし

ていただきたいと考えます。

 事件、事故の発生を未然の防ぐために、この項目は重要であると考えます。

 では、項目として残しましょう。

総合評価の項目は設けますか。

各項目を踏まえ、全体として評価するという項目は、他の審査でもありますの

で、項目として設けましょう。

事務局は修正したものを、各委員に送付してください。

了解しました。

 その他、選考基準、採点表に関して何かございますか。

（なし）

 委員の皆様、その他何かご意見等ございますか。よろしいでしょうか。

 それでは、事務局から何かございましたらお願いします。

 今後のスケジュールについてご説明いたします。

（事務局から今後のスケジュールについて説明）

 スケジュール等に関して、よろしいでしょうか。

 それでは、これをもちまして、第１回指定管理者候補者選考委員会を終了いた

します。

閉会
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会 議 名 平成 29年度第２回港区立エコプラザ指定管理者候補者選考委員会
開 催 日 時 平成 29年６月９日（金曜日） 午前 10時から午前 11時まで
開 催 場 所 区役所５階 514会議室

委 員
（出席者）守田委員長、新井副委員長、奥委員、湯川委員

（欠席者）山﨑委員

事 務 局 小板橋地球温暖化対策担当課長、荻原地球環境係長、田中

そ の 他 中村公認会計士

会 議 次 第

１ 開会

２ 議題

（１）財務状況分析及び資金計画分析結果報告について

（２）第一次選考（書類審査）について

（３）第二次選考等について

（４）その他

３ 閉会

配 布 資 料

（配布資料）

 資料１ 財務状況分析報告書

資料２ 資金計画分析報告書

資料３ 第一次審査採点集計表

資料４ 港区立エコプラザの指定管理者候補者公募に係る第一次審査の結果

について（一次審査通過者用）

資料５ 港区立エコプラザの指定管理者候補者公募に係る第一次審査の結果

について（一次審査非通過者用）  

資料６ 第二次選考等タイムスケジュール

資料７ 第二次審査採点表

参考資料１  第１回選考委員会議事録

参考資料２  現指定管理者との比較表

参考資料３  港区立エコプラザ指定管理者候補者選考スケジュール

会議の結果及び主要な発言

委員長

開会

 第２回港区立エコプラザ指定管理者候補者選考委員会を開会します。

 議題１の財務状況分析及び資金計画分析結果報告について、お願いします。

（財務状況分析及び資金計画分析結果について、公認会計士から説明）

【財務状況分析 総合評価】

 事業者Ａ－１  可

 事業者Ａ－２  可

【資金計画分析 総合評価】

 事業者Ａ    Ｂ
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委員長

委員２

公認会計士

副委員長

公認会計士

副委員長

公認会計士

委員長

公認会計士

委員長

委員長

委員１

委員２

委員長

副委員長

 意見、質問等はありますか。

 資金計画分析の人件費について、５年間で 3.7％増えることについて、問題な
いとのご指摘ですが、業態にもよりますが、一般的に今の水準から見て妥当かど

うかの判断はできるのでしょうか。

国の方針では、２％ずつ人件費を上げようという話になっているので、その点

から見ると許容範囲に入っていると認識しているところです。

 資料１の共同事業体の各事業者の財務状況調査の中で、流動比率の評点が２点

とありますが、これについて説明していただきたい。

 流動比率は 100%を超えていないと返す資金がないということで、一般的には
200%を超えていると安全で、できるだけ高いほうがいいと言われています。事
業者Ａ－１の評価は 100%を超えているので問題はないと認識していますが、日
本公認会計士協会東京会港会での評点方法によると、500％以上が５点となって
おります。事業者Ａ－１は会社の規模が少し大きいので、施設などの固定資産を

保有しており、借入金もあるため、このような比率になると考えています。

 要するに企業が大きく信用があるからこそ負債もあるということですか。

 そうですね。建物・設備を持たない NPO 法人等は、軽く 500%を超えること
が多くありますが、やはり建物など固定資産を保有してその資金の調達が借り入

れになっているようなケースですと、このような比率になるケースがあります。

ただ、毎年の収支のキャッシュフローベースは、通期で見ればプラスになってお

りますので、資金繰り等での問題はないと認識しています。

報告書の評点というのは、どの範囲は何点というのは決まっているのですね。

 日本公認会計士協会東京会港会では、過去 10 年ほど前から統一の評点の仕方
をしていますので、整合性、一貫性は取れていると認識しています。

 その他いかがですか。よろしいでしょうか。財務状況分析及び資金計画分析結

果報告については終わりにいたします。公認会計士の先生、どうもありがとうご

ざいました。

 それでは、議題２の第一次選考（書類審査）について、事務局から説明をお願

いします。

（事務局から、第一次選考（書類審査）について説明）

 ご意見は、何かございますか。

 足切りは、想定していなかったですよね。

 特にないのですけれども、１者だから自動的に第一次通過者になるのではな

く、通常、例えば６割以上など一定以上の評定を取っていることや、各評価項目

のバランスで決定すると思うので、今回は１者ですが７割以上取っており、問題

ないと思います。

全体的によく書けていましたよね。他に、何か意見はございますか。

 全体的な意見としては、今委員長がおっしゃっていたとおり、全体的におおむ

ねよく書けていると思いました。特に環境学習の部分が、具体的に丁寧に書かれ
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委員１

委員長

委員１

委員長

委員１

委員２

委員１

委員長

委員長

委員２

事務局

ていました。ほかとの比較ができないですが、相当優れていると思います。施設

管理の部分は通常か、それより少し優れている程度ですが、安全面、個人情報の

ところはきちんと書かれている印象を持ちました。

 危機管理の部分は、何か多分社内のマニュアルの引き写しのような、そういう

印象がありました。例えば情報開示も、開示請求があった場合に開示をお断りす

ることがありますなんていうことが書いてありまして、それを判断するのは指定

管理者じゃないはずですので、勘違いされているところもあると思いました。こ

の事業者が指定管理者になった場合には、その点は区がしっかりと確認する必要

があると思います。

 そうですね。

 環境学習の内容については、経験もあるようですし、充実していると思います。

 経験もノウハウもある感じで、メニューも多数揃えていますので、提案として

はよく書けていると思います。

 子ども向けが多少弱いかなと思いました。特に未就学児を対象にしたプログラ

ムというのが、少し弱い感じがしました。環境学習はできるだけ幼児期から行う

ことが重要です。

 全体的な評価をしてみての印象としては、基本理念で、「つなげる つながる

みらいを拓く」ということで、かなりしっかりしたものを書いていただいている

のですけれども、それが提案事業等でなかなか見えてこないということが少し残

念だなという感じがしました。理念からすると期待できるかなというふうに思い

ました。

 委員１からもありましたが、乳幼児期にどうするのかということは詳しく書い

ていないので、第二次審査で聞ければと思います。

 第一次審査採点表のコメントで書かせていただいた点は、プレゼンの際に確認

をしたいと思います。

 その他いかがでしょうか。皆様のご意見をいただき、事業者Ａは、第一次審査

通過ということで異議はありませんか。

（異議なし）

議題３の第二次選考等について、事務局から説明をお願いします。

（事務局から、第二次選考等について説明）

 プレゼンテーション用のシートを提出させますが、記載内容は指定しますか。

この点だけは補足の説明をしてもらうというのがあれば、指定してもよいと思い

ますが、事務局のお考えがあれば教えてください。

 プレゼンテーションの時間は限られておりますので、補足資料として凝縮した

ものをＡ３、１枚で用意してもらうという考えではあったのですが、項目を指定
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委員長

副委員長

委員長

事務局

委員長

事務局

委員長

事務局

委員長

した上で、資料の用意とプレゼンテーションをしていただくということもできま

す。

プレゼンテーションは、パワーポイントでやるのですか。

 色々なやり方があると思いますが、ここで決めるのが一番いいと思います。

 そうですね。ではパワーポイントでやるとして、手元の資料Ａ４は作成してい

ただいて、資料の内容は指定し、応募事業者に伝えるということにしようと思い

ます。

 了解しました。

 内容ですが、先ほど話の上がったのは、危機管理、就学前の児童を対象にした

プログラムについてですね。あと何かございますか。

 第一次審査の委員のご意見にもありましたが、基本事業と提案事業との相違点

が分かりにくいため、考え方を聞きたいです。また、自主事業は指定管理料と収

支が違うのですが、経費について記載がございませんでしたので、その点も確認

したい。

また、個人情報の管理方法についても考え方は書いてあるのですが、実際どの

ように管理するのかという部分について、プレゼンテーションの中で聞きたいと

思うのですが、入れていただいてもよろしいでしょうか。

 はい。第二次選考に関して、他に何かご意見ございますか。ないようですので、

以上で審議を終わります。

 本日の議題はすべて終了しましたが、その他委員の皆さんから何かございます

か。事務局の方から何かございますか。

 事務局から参考資料について説明をさせて頂きます。

（事務局から、参考資料について説明）

 質問はございますか。よろしいですか。

 これをもちまして、第２回指定管理者候補者選考委員会を終了いたします。

閉会
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会 議 名 平成 29年度第３回港区立エコプラザ指定管理者候補者選考委員会
開 催 日 時 平成 29年６月 26日（月曜日） 午後３時 15分から午後４時 15分まで
開 催 場 所 区役所９階 911会議室

委 員
（出席者）守田委員長、新井副委員長、奥委員、山﨑委員、湯川委員

（欠席者）なし

事 務 局 小板橋地球温暖化対策担当課長、荻原地球環境係長、田中

会 議 次 第

１ 第二次審査（プレゼンテーション）

２ 第３回港区立エコプラザ指定管理者候補者選考委員会

（１） 開会

（２） 議題

  ア 指定管理者候補者の決定について

  イ その他

（３） 閉会

配 布 資 料

（配布資料）

 資料１ 第二次審査採点集計表

資料２ 第一次審査採点集計表

資料３ 指定管理者候補者決定通知（決定者用）

資料４ 指定管理者候補者決定通知（落選者用）

会議の結果及び主要な発言

委員長

事業者Ａ

委員長

事業者Ａ

委員長

事業者Ａ

委員長

第二次審査（プレゼンテーション）

（事業者Ａ入室、プレゼンテーション）

年間の講座実施予定数及び１回あたりの講座の参加者数は、どれくらいの想定

ですか。

 年間の講座数は、150回程度を予定しています。参加人数については、施設規
模も考慮し、20人から 30人程度で、一部、多数参加可能な事業も提案していま
す。

 講座内容によっては、集客が難しい場合もあるが、どのように考えていますか。

 これまでの経験から、集客のためには環境に関する座学であることを強調しす

ぎないことがポイントであると考えています。また、広報が重要であり、ホーム

ページ、SNSをはじめ、保育園などへのチラシ配布、登録団体への周知など、丁
寧に取り組みたいと考えています。

 個人情報について、区の定める条例やエコプラザの設置目的、特性に合った個

人情報保護マニュアルは、新たに作成しますか。

 区の条例や指針を基本とし、自社のマニュアルを参考にしたエコプラザ用個人

情報保護マニュアルを作成します。また、本マニュアルに基づき、研修を実施し

ます。

 地域人材を育成、活用し効率的な事業運営をされるとのことですが、人材の育

成の見込みの想定、活用方法について詳しく説明してください。
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事業者Ａ

委員長

事業者Ａ

委員１

事業者Ａ

委員１

事業者Ａ

副委員長

事業者Ａ

副委員長

事業者Ａ

委員２

事業者Ａ

 人数は数十人から始めて、５年間で 100人を目標にしています。
 講座の安全面の確保の手伝い等、運営のサポートから始めて、講座の講師まで

できるような方々に育成することを目指しています。

 施設に賑わいをもたらすには、地域の方が必要不可欠ですので、ぜひ活用した

いと思っております。

 実際に、私どもが他自治体で運営している施設で、同様のことを行っているた

め、実現可能であると自負しています。

 港区の特性について、説明してください。

 運河があること、また区民の森を整備していること、幼少人口が増加している

こと、これらを捉えた講座を実施したいと考えています。

 区の特徴の１つとして、昼間人口が非常に多いことがあげられますが、区内事

業者及び在勤者に対して、どういったアプローチをしていくことによって、普及

啓発を図っていくのか述べてください。

 企業との連携は重要だと考えています。区内事業者の取組を区民の方々に紹介

し、企業と区民をつなぐことや、事例を発表する事業で、企業同士の横のつなが

りを創出したいと考えています。

 また、夜間講座を開催することで、在勤者の利用を増やします。

 大人向けという中では、特に 20代、30代の女性の方は、経験上集まりが良い
ので、様々な観点で実施していきたいと考えています。

 独身男性など、仕事中心の生活をしている人へのアプローチ方法については、

いかがですか。

 企業との取組の事業の中で、企業の代表として来ていただくという方法を考え

ています。

 館長予定者に伺います。講座の実施について、土日の活用はありますか。 

また、エコプラザの認知度を上げる工夫はありますか。

 集客が多く見込める土日は、積極的に講座を実施していきます。

また、環境に興味の無い方でも、興味を持てるような講座を多数仕掛けていきた

いと思っております。

 認知度を上げることですが、人のにぎわいを集めるということに尽きると思っ

ています。自主事業で提案した環境に興味がなくても楽しめるイベントなどで、

老若男女問わず集客をし、来館のきっかけをつくりたいと思っています。また、

一番重要なのは、子どもの環境学習であると思うので、未就学児から、優しく丁

寧に教えたいです。

 具体的な事例で説明してください。

 他で実施しているもので、廃材を使って工作をする子ども対象の講座がありま

す。このような講座を通じて、リサイクルの重要性を伝えていきたいです。

 区の特徴を出したり、施設がにぎやかな楽しい空間にするためのアイデアはあ

りますか。

 区の環境施策や取組みが、一覧で分かるボード等を用意します。
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委員２

事業者Ａ

委員１

事業者Ａ

委員長

事業者Ａ

委員長

委員長

委員２

委員３

 また、受付に専門のコンシェルジュを配置し、環境に関する情報を提供する場

にしたいと思っております。

 基本事業、提案事業と自主事業の基本的な考え方の違いというのをもう少し述

べていただきたい。

 基本事業、提案事業は、条例に沿った環境教育のための講座、イベントだと考

えています。それに比べると自主事業は、環境的要素は少し弱いですが、エコプ

ラザに来るきっかけづくりで行います。環境に興味のない方が来ても楽しめ、そ

れを契機にエコプラザに来ていただくことを狙いとしています。認知度の低さの

改善を行いたいと考えています。５年間の中で認知度を上げれば、自主事業の内

容を基本事業、提案事業の内容より、高度で専門的なものにすることができると

思います。

 職員の環境に関する知識の向上が必要ですが、どのように考えていますか。

 職員は、類似施設での経験者を配置します。環境に関する活動団体が実施する

研修会への参加や、知見のある人を講師とし、施設内研修を実施します。

 危機管理マニュアルにない、想定外の非常事態が起きた時、一番念頭に置いて

対処しなければならないことを述べてください。

 非常事態が起きた際、一番守るべきは、来館者の方の安全確保だと考えていま

す。研修の実施やヒヤリハットの事例の蓄積及び共有で、想定外を想定内に変え

対応できるようにします。

（事業者Ａ退室）

第３回港区立エコプラザ指定管理者候補者選考委員会開会

 第３回港区立エコプラザ指定管理者候補者選考委員会を開会します。

議題１の指定管理者候補者の決定について、事務局から説明をお願いします。

（事務局から指定管理者候補者の決定について説明）

 それでは、資料１、資料２の採点表をご覧いただいた後、先ほどの第二次審査

も含めて、意見、質問をお願いいたします。

 私は、第二次審査の採点で、港区の特性について、やや認識が弱いということ

で、審査項目１の点数を低くつけました。もう少し環境分野でどのような特徴が

あるのか、整理して説明してほしかったです。

 しかし、経験も豊富で、施設管理運営面ではかなりよく、質問に対する受け答

えもよかったなという印象があります。

 提案は良いのですが、やや面白味にかけるかなと思いました。また、館長の人

柄が、第二次審査では少し伝わりにくかったです。

 他自治体でも通用する汎用性の高い提案書で、先ほど委員長がご指摘になっ
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副委員長

委員１

委員長

委員長

事務局

委員長

た、港区の特徴を捉えた提案はあまりなかったと思いました。

基本理念と具体的提案の説明から意欲は十分感じられるので、今後仮に指定管

理をお願いする場合は、様々な施設、機関と連携して、効果的な事業を運営して

もらいたいです。

 また、危機管理、個人情報保護の考えは、確かであると思いました。

 委員２の意見と同様で、館長の発言がやや少なかったことが残念です。

 第二次審査で、環境学習の事業数について、現指定管理者が実施している約 150
回を下回らない数を実施すると言っていましたし、特に土日や平日の夜など集客

が多く見込める時に講座を実施するということで、積極性があると思いました。

 それから館長ですが、環境分野の知識のある職員ですと、独自の考えを持った

方もいるので、そういう方もいる職場の中で、いかにリーダーシップをとれるか

というのが重要だと思います。派手さはない方でしたが、情熱とか環境に対する

愛情が感じられる部分はありましたので、うまくやっていただけるのかなとは思

いました。

 全体としては、好印象で、港区の特性を十分に捉えきれていない印象はあるも

のの、賑わいの創出や対象を明確にした講座の提案などがあり、これまで以上に

人々が集う場となることが期待できると思いました。

 危機管理について、情報開示請求は区が対応すべき事項であり、指定管理者に

権限はないということを理解しているかどうか、分かりませんでした。この点に

ついては、区が指導するよう、お願いいたします。

 その他いかがでしょうか。第二次審査結果について、皆様からご意見をいただ

きました。事業者Ａを第二次審査通過ということで異議はありませんか。

（異議なし）

 本日の議題はすべて終了しましたが、その他委員の皆さんから何かございます

か。事務局の方から何かございますか。

 事務局から今後のスケジュール等について説明をさせて頂きます。

（事務局から、今後のスケジュール等について説明）

 質問はございますか。よろしいですか。

 これをもちまして、第３回指定管理者候補者選考委員会を終了いたします。

閉会


