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平成３０年度 第１回南砺市指定管理者評価委員会 会議録

１．日時

平成３０年１０月２２日（月） 午前１０時～正午

２．場所

南砺市福野庁舎 ２階 ２０１会議室

３．出席者

委員（６名）：

委 員 長 新町 栄一（一般財団法人北陸経済研究所 特別研究員）

職務代理者 竹田 達矢（不動産鑑定士 元高岡法科大学 准教授）

委 員 武田 和一（公募委員）

委 員 宮下 直子（公募委員）

委 員 齊藤 宗人（市長政策部長）

委 員 川森 純一（市民協働部長）

事務局（４名）：

市長政策部担当部長 上口 長博

行革・施設管理課長 石崎 修

行革・施設管理課 副主幹（施設再編係長）森 達之

行革・施設管理課 主事 戸田 恵理子

担当課長・係長（１０名）

商工課商工係長 高見 宏

交流観光まちづくり課長 米澤 正好

農林課農産振興係長 平本 光一

農林課林政係長 藤井 外史

地域包括ケア課長寿介護係長 吉本 幸治

福祉課社会福祉係長 南部 英樹

こども課子育て支援係長 溝口 早苗

都市計画課都市整備係長 長谷川 哲雄

生涯学習スポーツ課生涯学習係長 高野 裕彰

生涯学習スポーツ課スポーツ係長 池田 貴志

４．傍聴者

なし

５．会議内容

・委員長挨拶

・議事（進行：新町委員長）
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（１） モニタリング結果に基づく総合的な評価について

委員長：まずモニタリング評価の方法について事務局から説明をお願いし、内容の確認を

行いたい。

事務局：〈資料１により評価方法について説明〉

モニタリング評価として事務局（行革・施設管理課）と施設所管課の指定管理者への

ヒアリングと実地調査を行うと共に指定管理者からのセルフモニタリングの結果を取り

まとめ、本日評価調書としてモニタリングシートを提出させていただいている。評価調

書の内容を協議いただき、評価結果の最終決定をいただきたい。モニタリングは、公募

により指定した公の施設、単年度の指定管理料が１千万円を超える施設、スキー場、温

浴施設、宿泊施設等の基幹施設を対象としている。評価の方法については、利用者数・

事業収支等を含めた「実績」、管理状況やその体制について評価する「管理」、利用者

拡大やサービス向上に対する取り組み状況を評価する「サービス向上」、そして施設の

利用者からのアンケート結果、指定管理者自身の経営状況を踏まえた参考資料をもって

評価している。総合評価ということで A、B、Cの３区分で評価している。例を上げると、

Ⅰ.地域援助型に分類される施設が総合評価で Aを獲得するには、管理割合が１００％で

あることが前提となり、加えてアとエのいずれかが基準以上ということで、アの実績で

×がないこともしくはエの利用者アンケートが４点以上であること、さらにウのサービ

ス向上で８０％以上が確保されて初めて A評価ということになる。C評価については、ア

の実績において×が２つ以上、ウのサービス向上においてその達成割合が７０％未満の

場合並びに管理基準の割合が１００％を満たせない場合に C評価となる。最終的に A、B、

Cと評価を付けているが、あくまで利用者である市民の施設利用、満足度の向上に繋げる

ことが目的の評価であるということをご理解いただいた上で協議をお願いしたい。

委員長：早速モニタリング結果に基づく総合的な評価についての議事に入りたい。評価対

象となる施設数が多いため、施設の分類ごとに協議していきたいと思うが、いかがか。

委員一同：よい。

委員長：はじめに分類Ⅰ.地域援助型について事務局からの説明をお願いしたい。

事務局：〈Ⅰ.地域援助型に分類される施設のモニタリング結果について説明〉

Ⅰ.地域援助型に分類される施設は、全９施設。事務局案では、A 評価が１施設、C 評

価が２施設となった。利賀みどりの一里塚サービスステーションは日々の作業日誌が作

成されていないため、事務局案として C 評価。河童の郷は今年度からモニタリングを開

始したが、避難訓練が実施されていないため C 評価とした。事務局からは全ての指定管

理者に対して避難訓練の実施について説明会等で周知を図ってきたが、昨年度、河童の

郷では実施されなかった。

委員長：事務局からⅠ.地域援助型に分類される施設の評価について説明があった。委員の

皆さんのご意見を伺いたい。

C委員：河童の郷はアンケートが未実施となっているが、アンケートボックスを設置してい
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なかったのか設置したけれど回収数が０件だったのか。

事務局：昨年度アンケート様式の事務局からの送付漏れがあったため、アンケート結果が

０件になっている。指定管理者に非はない。

A委員：避難訓練が未実施の C評価の施設について前回の評価委員会では、避難訓練を今後

いつ実施予定かについて記載があり、評価委員会の開催前に市で指導をしてきたと思う。

今回はそのような指導は行われなかったのか。

事務局：記載はしていないが、避難訓練の未実施が理由で C評価を付けている２施設はい

ずれの施設も１１月に避難訓練を実施する予定であることを確認している。

B委員：避難訓練未実施という理由で C評価が付く施設が毎回見受けられるが、避難訓練の

実施が徹底していくと C評価がなくなるという解釈でよいか。実績の部分で×が３つ付

いている施設でも B評価となっている施設もある。C評価に近い B評価なのか。また、利

賀については利用者数等の面でデメリットが多いのではないかと思う。

事務局：避難訓練については、公共施設であるため、利用者の安全確保のために当然実施

してもらいたい項目である。周知を図り、実施が徹底されていけば、この部分に対する C

評価はなくなるだろう。ただ一方で、実績の評価についてはグレードを上げていかなく

てはいけない部分があるかもしれない。数値目標については指定管理者募集の際に、指

定管理を受けようとする団体が自ら設定しており、より適切に設定いただく必要がある。

利賀地域だから×がつくという訳ではなく、管理者自らが掲げた目標に対して達成でき

たかどうかで評価を行っている。

事務局：実績で×が３つ付き、さらにサービス向上の項目で評価が７０％未満になれば C

評価となる。やるべきことをやっているけれども、なかなか結果に結びつかないという

現状がある。

B委員：人口の関係から利賀地域の施設の場合は、利用者数の面で他の地域よりも不利にな

ることもあるのではないか。

事務局：目標数値は指定管理者自らが設定しているものであるので、目標の達成に向けて

当然努力をしてもらわなければならない。それは指定管理者の選定の際の条件でもあり、

一生懸命に努めてもらわなくてはいけない。

D委員：評価は評価として公共施設再編の方向性とモニタリング評価、施設の今後のあり方

とリンクして進めていかなければならないと思う。公共施設再編の観点で、「譲渡」等

のある程度の方向性の示されたものがあるので、それとこのモニタリング評価がどのよ

うに関連してくるのかという位置づけが重要である。１つの施設を例に上げると利用者

が年間１３０人の施設でありながら、指定管理料が３６０万円かかっているが、この１

３０人の利用者が、施設を利用したのか、単に管理棟に立ち寄っただけなのか等をもう

少し詳しく分析し、この施設を今後どうしていくか、修繕等お金をかけて維持していく

のかという方向性についても考えていかなければ、全公共施設を維持していくのは難し

いのではないかと思う。施設再編の観点からも施設の評価は大変重要である。モニタリ
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ング評価の中で施設の方向性を出すことは難しい面もあるかもしれないが、最終的には

施設再編や今後の施設のあり方にも踏み込むべきではないかと考える。

委員長：大変貴重な意見を伺った。この委員会の意義について確認すると、元々定められ

た評価ルールに従って公平に評価されているかどうかを確かめることと情報のフィード

バックを「評価」という一つの機会を通じて行うことが挙げられる。モニタリング評価

の結果をどのようにフィードバックしていくか、今後の課題としてほしい。

E委員：C評価が付いた施設について、その理由として挙げられている「業務日誌が付けら

れていない」や「避難訓練が実施されていない」は、実施に苦労をするようなことでは

ないように思われるが、何故実施されないのか。公共施設の管理においてこれらの部分

は必須の事項ではないか。また、サービス向上の点数が低い施設がいくつかあり、やる

気があるのだろうかと疑われるような数値も見受けられる。指定管理者の意志、一生懸

命に施設を管理していこうという思いがどれだけあるのかと心配になる。一方で、「業

務日誌が付けられていない」「避難訓練が未実施」という理由で即 C評価が付くという

ことに対しては、少し厳しいのではないかという思いもある。

委員長：事務局案で C 評価が付いた施設についてその要因は、業務日誌、避難訓練が未実

施ということだけなのか、それ以外の部分での管理実態について所管課にも話を伺いた

い。

交流観光まちづくり課：みどりの一里塚サービスステーションについては、管理組合を設

立し、施設を管理している。高齢ということもあり、なかなか業務日誌に手が回らない

実情や昨年は災害の影響で利用者が激減したという状況があった。今年度以降は指定管

理を続けられないという意向を示されており、所管課では施設の移転ということも検討

しているとことである。

農林課：河童の郷についてはサービス向上並びに避難訓練が未実施だったということにつ

いて点数が低いという結果となった。広報や宣伝等に力が入っていなかったことが原因

であると分析している。パンフレットやチラシ等の配布を積極的に行ってもらいたい。

また、避難訓練については指定管理者と所管課との間に認識の違いがあった。１１月に

避難訓練を実施予定と聞いているので、農林課からも連絡を取り指導をしていきたい。

委員長：利賀みどりの一里塚の指定管理は３０年度で終了するということか。

事務局：はい。

A委員：アの実績の達成率の増減理由は誰が書いているのか。

事務局：指定管理者が書いている。

A委員：河童の郷の達成率の増減理由について２８年度の当初計画が１００で、２９年度の

当初計画を２００に上げてみたが、それでも当初計画を達成できたという結果になって

いる。しかし実績値を見てみると、前年度よりも１００人程利用者数が減っている。こ

こに「熊の影響で利用者が減った」等の記載があれば納得できるが、「口コミで利用が

広がった」と利用者が増えたかのようなプラスの内容が書かれており、実績とコメント
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の内容にずれがある。このようなパターンもあるのか。

事務局：このようなケースはあまりないが、現地確認をする際に達成率の増減理由に書か

れている内容に対して事務局での内容精査を徹底していきたい。今回の指定管理者のコ

メントは、当初の目標を達成できたという目線でプラスの内容で書かれたのではないか

と思われる。

A委員：達成率の増減理由は、数値だけでは判断できない部分が反映されており、特に減っ

た場合、増減理由の記載内容を見て評価について納得する部分が多いので、重要だと思

う。

委員長：達成率の増減理由については事務局に内容の確認をお願いする。他に意見がなけ

れば、Ⅰ.地域援助型の施設の評価は事務局案どおりでよいか。事務局案で C評価が付い

ている施設については、C評価ということでよいか。

委員一同：よい。

委員長：それでは次にⅡ.民間競合型の施設の協議に移りたい。

事務局：〈Ⅱ.民間競合型に分類される施設のモニタリング結果について説明〉

Ⅱ.民間競合型に分類される施設は、全１１施設。事務局案では A評価が１施設となって

いる。Ⅱ.民間競合型の施設については全ての施設で「管理」の評価項目が１００％を満

たしている。

委員長：事務局からⅡ.民間競合型の施設の評価内容についての説明があった。委員のご意

見を伺いたい。

C委員：アの実績の部分で、桜ヶ池クアガーデンは様々な事業を実施しているイメージがあ

るが、「自主事業」に該当する事業はないということでよいか。

事務局：桜ヶ池クアガーデンはホテル事業であるので、そのプラン等々を含めて施設管理

に位置づけている。

A委員：民間競合型ということで、指定管理者も努力しているのではないかと思う。桜ヶ池

クアガーデンは、ホテル部門は実績が下がっているが、料飲部門と温浴部門では売上が

年々増加している。年々努力して実績が上がっている部分を評価に反映できたらよいの

ではないかと思う。現行では当初計画と実績との比較だけでの評価となっているため、

努力して前年度よりも実績があがったものについて評価として表には出てこない。この

３年間実績が上がり続けている施設もあり、そのような施設に対して口頭でもよいので

フォローがあるとよいと思う。

委員長：口頭でどのようにフォローを行えばよいか。

A委員：例えば五箇山荘を見ると桜ヶ池クアガーデンと同様に当初計画の数値を変えていな

い。そのような施設は、年々実績が上がっているか下がっているかを見る。五箇山荘は

宿泊利用料金について実績が年々下がっているという結果になっているが、逆に年々実

績が上がっている施設に対して指定管理者の努力という部分で評価があればよいと思う。
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指定管理を受けてから数年間の間に実績が上がっている施設とそうでない施設とあるの

で、参考資料の中の所管課からの意見等に年々実績が上がっていることを盛り込んでコ

メントを書くのがよいかもしれない。

事務局：特に実績の推移が特徴的なところについて総合的な評価の記述を追加するように

検討したい。

B委員：イオックス・ヴァルト企業組合も一生懸命管理を行っているが、なかなか結果とし

て表れていない。広報の方法等市からのアドバイスが必要なのではないか。指定管理者

の高齢化もあり、なかなか新しい発想が出てこないのではないか。

交流観光まちづくり課：先日、イオックス・ヴァルトの管理者と協議し、現状把握と意見

交換を行った。周辺には IOX-AROSA スキー場や主要なレクリエーション施設が集まって

いる。夏場の雇用と冬場の雇用のバランスを考えて施設の統合について検討してもらえ

るようにお願いをしている。もし統合が実現すれば、高齢化も解消できたり、夏場と冬

場の雇用のバランスもとれたりするのではないか。経営努力についても指定管理者は一

生懸命努力していると捉えているが、経営が苦しいことは事実であるので、営業成績が

伸びるように所管課としても協力をしていきたい。

D委員：民間競合型の施設ということで収益が上がらないことには運営が厳しい施設でもあ

るので、指定管理者がそれぞれに工夫を凝らして運営を行っていると思う。特に桜ヶ池

クアガーデンの実績が少しずつ伸びていることは、大変よいことであると思うので、赤

字から黒字に転じているということについて何らかの形で評価するべきだと思う。

E委員：イオックス・ヴァルトは地域の方々で運営されているのか。

事務局：企業組合が管理をしている。構成員は地元の方である。

E委員：小規模多機能自治の取り組みが見られる中で、イオックス・ヴァルト企業組合に頑

張ってもらいたい。IOX-AROSA スキー場と連携したり、市からもグリーンシーズンの集客

の工夫等の知恵を出し合ったりして市としても応援していかなければならない。

委員長：年々実績が上がっている施設については、評価委員会からの意見等の中に評価内

容を追加するということで、Ⅱ.民間競合型の施設の評価については事務局案の内容でよ

いか。

委員一同：よい。

委員長：それでは次のⅢ．公共機能保守型に分類される施設の協議に移りたい。

事務局：〈Ⅲ.公共機能保守型に分類される施設のモニタリング結果について説明〉

Ⅲ.公共機能保守型に分類される施設は全６施設。その中の４施設が A評価を獲得してい

る。ゆ～楽はアの実績で全て×が付いているが、その理由として指定管理者が変わって

１年目であり、従業員の確保が非常に困難な年であったため、事業体制が整わない１年

であった。冬場の豪雪により施設へのアクセス条件が非常に悪かった点から利用者数が

減少した。イの管理の部分とウのサービス向上、エの利用者アンケートの項目で全施設
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が基準を達成しているため、Ⅲ.公共機能保守型の施設としては概ね良好な管理がなされ

ている。

委員長：井口デイサービスセンターや児童館施設は３年連続 A評価を獲得している。これ

らの施設はどのようなところがすばらしいのか運営実態を所管課に伺いたい。

地域包括ケア課：井口デイサービスの管理は社会福祉法人の福寿会にお願いしている。大

変きめ細かな管理をしていただいている。特に施設の空き状況等利用者にこまめに情報

提供を行い、常に空きがないように配慮しながら施設を管理しているところを評価して

いる。

こども課：児童館施設は、市内４つの児童館の管理をまとめて学校法人福光キリスト教学

園にお願いしている。毎年利用実績が伸びており、収支状況も良好である。サービス向

上の面も努力しているが、特に毎年の利用者アンケート等で得られた利用者からの要望

や不満に対して迅速に対応してきた。各館保護者にも児童にも気持ちよく利用してもら

えるような安心、安全な環境づくりをし、地域の中での子どもの居場所をつくってきた

ことが A評価につながっていると思う。

委員長：管理実態からこれらの２つの施設については連続で A評価を獲得する理由がある

ことが分かった。

B委員：昨年度の利用者について各児童館の内訳を知りたい。

こども課：平成２９年度の利用者数は、城端児童館が６,６１９人、井波児童館が１５,５

０８人、福野児童館が１７,５６５人、福光児童館が７,９３７人であった。これは児童

に加えて同伴した保護者の人数も含めた数値になっている。

委員長：それでは、他に意見がなければⅢ.公共機能保守型に分類される施設の評価内容は

事務局案どおりでよいか。

委員一同：よい。

委員長：それでは最後のⅣ.公共機能増進型に分類される施設の協議に移りたい。

事務局：〈Ⅳ.公共機能増進型に分類される施設のモニタリング結果について説明〉

Ⅳ.公共機能増進型に分類される施設は全１８施設。事務局案では A 評価が４施設、C評

価が１施設となっている。C評価のよいとこ井波については、避難訓練が未実施であった

ことから C 評価としている。この施設については２８年度のモニタリングでも避難訓練

の未実施が理由で C評価が付いている。２９年度のモニタリングの際には避難訓練が実

施され、C評価が解消されたが、今年度のモニタリングではまた避難訓練が未実施だった

ということで２度目の C評価となった。

委員長：事務局からⅣ.公共機能増進型に分類される施設の評価内容について説明があった。

委員の意見を伺いたい。

C委員：よいとこ井波の実績評価で、当初計画の目標が「イベントの実施２回」に対し、実

施回数が２回で、達成率が１００％となっている。公共機能増進型ということで自主事
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業も実施されているが、イベントは計画通り実施されているにも関わらず自主事業の収

入が減少しているところに違和感がある。モニタリングシートの指定管理者の意見や所

管課の意見を見ても「頑張っています」という内容が示されているが、それであるなら

ば当初計画の目標値を利用者数の数値等に変更して、その部分でもう少し努力をされた

らよいのではないかと思う。利用者アンケートの結果も決して悪くはないが、施設内の

案内表示の充実の項目に対する評価は「普通」となっている。よいとこ井波は、案内表

示の充実が期待される施設であると思うので、この点についてももう少し頑張ってほし

い。避難訓練の未実施を含め「ゆるさ」のようなものを感じる。

委員長：今の指摘に対して所管課の意見を伺いたい。

商工課：よいとこ井波は指定管理施設ではあるが、内容のほとんどがテナントという形で

運営されている。自主事業の内容は物産展等の際にイベントを開催することもあるが、

基本的には売店の売上のみであり、指定管理者の自主性が発揮しにくい施設である。今

年度は売店の売上が伸び悩んでいることから、テナントの公募を行い、経営改善を実施

しているところである。

委員長：指定管理者がテナントを募集しているということでよいか。

商工課：よい。ただ、テナントは現在埋まっているので、ホールや貸館の部分で営業をか

けている状況である。

委員長：指定管理者からテナントに対しての賃貸料ということになるのか。

商工課：その通りである。賃貸料が売上になっている。

B委員：よいとこ井波について、立地条件がよいので方法を工夫して集客に努めれば実績が

上がると思う。

A委員：そもそもよいとこ井波の分類はⅣ.公共機能増進型でよいのか。施設のグルーピン

グについて一度検討した方がよいかもしれない。また、当初計画の目標値の設定につい

ても見直した方がよいと思う。別の観点になるが、参考データとして市の予算から執行

した経費という項目があるが、公共施設にとって特に WiFi の環境とトイレが重要な要素

になると思うので、市で全てのトイレをウォシュレットに交換するということは可能か。

市の予算で可能であれば、市の責任において公共施設を利用者に気持ちよく利用しても

らえるようにできるのではないか。例えば、長野県のキャンプ場ではトイレとシャワー

がきれいに整備され、WiFi が山の中でも使えるように整備されている。

事務局：トイレについては指定管理者からも要望が上がり、所管課としても必要であると

いうことであれば順次対応していくことは可能である。WiFi については避難所になって

いるような場所には既に設置しているが、それ以外の場所については指定管理者からの

提案があれば、設置してよいと思う。ただし、セキュリティの問題は考えなくてはいけ

ない。

A委員：最近はスマートフォンを持っている人が多いので、スマートフォンでのダウンロー

ドも WiFi があればスムーズにできる。特に若い人はスマートフォンの所持率が高いので、
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WiFi の整備が進めば利用者が増えるのではないか。WiFi の整備については各施設で考え

るのか、所管課や市で整備の方向性が定められているのか。

事務局：市として必要だと判断した主な施設には、WiFi が既に導入されている。今課題に

なっているのは、市としてまだ必要だと判断していない施設であると思われるので、指

定管理者から必要であるとの要望があれば市としても検討していきたい。

A委員：ゆ～楽に工事（修繕）の実績が挙げられているが、これはトイレや WiFi の部分が

改善されたということなのか。修繕費をかけてトイレや WiFi が整備してもらえた施設の

指定管理者は得な感じがする。他の施設とのバランスが大切なのではないか。この金額

の中にトイレの整備が入っているかどうかは分からないが、トイレの整備を実施しても

らえる施設とそうでない施設とあるのはアンバランスなのではないか。アンケートの中

にも「トイレをきれいにしてほしい」という意見が見られるが、これを指定管理者で考

えていくのか、要望があれば市で対応してもらえるのか。やはりトイレがきれいな施設

は利用者にまた使いたいと思ってもらえる。

委員長：今トイレの整備の話題が出たが、市の予算の執行経費の範疇、対象経費の内容に

ついて説明をお願いしたい。

事務局：市の予算の執行の対象にはトイレの整備等も含めた全ての改修工事が含まれてい

る。

福祉課：ゆ～楽の平成２９年度の工事には空調設備の更新があったため、高額になってい

る。トイレの工事は行われていない。

事務局：もしトイレが壊れて修繕しなければならないということであれば、指定管理者が

行う修繕の範囲内でウォシュレットに交換するということは可能である。ただし、「き

れい」の判断が難しく、「きれい」の内容がウォシュレットのことを指しているのか清

掃の部分の問題を指しているのか。

A委員：投資してお金をかけても、利用者が減っているという事実は本来の数字には出てこ

ないので、大きな修繕を実施した施設については説明があればよいと思う。

委員長：次回からは大きな修繕についても事務局から説明をするということでよいか。

事務局：よい。

D委員：よいとこ井波の目標の設定の仕方について、イベントの実施回数が２回という目標

のみで施設全体の実績の評価結果とするのは難しいのではないか。例えば池波正太郎ふ

れあい館の利用者数やイベントホールや体験工房にどのくらいの利用者数があったか等

を指標に加えてはどうか。施設の分類上、利用者拡大やサービス向上に対する取り組み

が重点項目になっている施設でもあるので、「利用者」という観点から目標値を設定し

た方がよい。福光会館についても、目標値がスタジオの利用者数のみで設定されている

が、これはいくつか指定管理している施設がある中で、ごく一部を捉えた目標値となっ

ているので、会議室の利用者数等施設全体をとらえる指標があってもよいのではないか。

E委員：あずまだち高瀬については、貸館の管理をしているだけに見えてしまう。行政とし
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て求めているのは拠点施設として、もっと人が集まる仕組みを作ってもらうことである。

自主事業の内容として挙げられているのが「感謝祭」と「雪つり講習会」のみであるが、

施設の目的からすると自主事業がこれだけでよいのかと疑問である。自主事業の取り組

みに対しての指導が必要であると思う。

委員長：委員から目標値の指標について意見が出されたが、その点についてどうか。

事務局：よいとこ井波については平成２９年度に指定管理の更新をしており、今年度より

新しい指定期間に入る。申請の際に利用者数に関わる指標を加えて数値目標を提出して

もらった。福光会館の指標については確認させてもらいたい。

D委員：利用者数を把握するのが難しい部分もあるかもしれないが、福光会館については大

きな施設の中でスタジオだけの利用者数のみをもって、実績を評価するのは難しいので

はないかと思う。

事務局：福光会館の当初計画の指標について確認を行い、イベント等も行っているので、

どの部分の利用者数を目標値の指標とするか検討したい。

委員長：トイレをウォシュレット交換する際はどちらの経費負担になるのか。市なのか、

指定管理者なのか。

事務局：３０万円以上のものは市の発注になる。トイレは建物の一部に該当するので、本

来市で負担するべきだと思う。ただし、過去には指定管理者からの提案で、３０万円以

上の工事であってもトイレの利用者が多数であるため指定管理者側で修繕を行い、市に

寄付をいただいた事例もある。

委員長：他に意見がなければ、Ⅳ.公共機能増進型の評価については事務局案でよいか。よ

いとこ井波は避難訓練が未実施ということで C評価とするということでよいか。

委員一同：よい。

委員長：全ての施設の協議が終わり、今後の公表スケジュールについて事務局から説明を

お願いしたい。

事務局：今回審議をいただき、C評価となった施設に対して改善勧告を送付し、次回の評価

委員会にその改善状況を報告させていただく。期末の純資産がマイナスの施設について

は、経営改善計画の提出を指定管理者に依頼し、次回の評価委員会で報告する。指定管

理者評価委員会からの意見の記載内容について修正点や追加等あれば１１月末までに事

務局まで連絡をいただきたい。いただいたご意見を次回の評価委員会までに追加・修正

したい。次回の評価委員会でモニタリングの最終結果を決定し、結果の公表を行いたい。

委員長：今後の課題として公共施設再編にこの評価をどのようにフィードバックするのか、

各施設の個別の評価のあり方について中身の吟味を行い、単一の評価基準によって評価

している部分を少し補うような評価内容を個別に追記した方がよいのではないかという

重要な指摘をいただいた。議事のその他について事務局より説明をお願いしたい。

事務局：次回の評価委員会は来年１月頃を予定しており、改めて連絡をさせていただく。

内容は C 評価の改善勧告に対する改善状況の報告、経営改善計画の報告、指定管理者制
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度の運用指針の見直しについて協議をいただきたい。特に事業収支の◎、○、△、×の

判定方法、評価基準について見直しを行いたいと考えている。それでは以上をもって第

１回指定管理者評価委員会を閉会する。


