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令和元年度 第１回南砺市指定管理者評価委員会 会議録

１．日 時  令和元年 11月 19日(火) 午後 2時 30分～4時 30分
２．場 所  南砺市福野庁舎 2階 201会議室
３．出席者

委員（7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   前田 信子（南砺市女性団体連絡協議会）

委   員   武田 和一（公募委員）

委   員   前田 啓子（公募委員）

委   員   上口 長博（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 柴 雅人

    行革・施設管理課長 石﨑 修

    行革・施設管理課 主幹（施設再編係長）森 達之

行革・施設管理課 副主幹 山田 幸男

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 主任 浅田 和幸

    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 一前 康博

    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 北島 秀人

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

・委嘱状交付

・委員長の選出、職務代理者の指名

・委員長あいさつ

・協議事項等

 モニタリング結果に基づく総合的な評価について

 モニタリング評価に基づく総合評価結果について

 評価判定見直しについて

・その他
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 ・次回協議事項

1）モニタリング結果に基づく総合的な評価について
   ・改善勧告について

   ・経営改善計画について

2）指定管理者制度運用方針の見直しについて

 ○ 開会 午後 2時 30分

委員長：皆さん改めましてこんにちは。本日はお忙しいところお集まりくださいましてありがとう

ございます。ただいま委員長の指名を受けまして新町です。どうぞよろしくお願いします。初回

の挨拶ということですけど、この指定管理者制度というのは、確か平成 15 年の地方自治法改正
により新しく創設された制度と思っております。民間の活力や工夫を行政サービスの向上や効率

的な運用に、適切に反映していくということが、この制度の趣旨だと思いますが、これはと思う

事業者が自らの事業計画を練って提案をされる。その指定管理者の選定委員会があり、そこで公

正公平に、そしてまた透明性をもって選任された事業者が（指定管理の）期間中運営され、そし

てこの委員会において、効率的、効果的な管理運営がなされているかどうかということを、予め

規定された規程に従い評価、判定をしていくというのが、この委員会の役割です。委員の皆さま

には、大変お忙しい中、委員をお務め、お引き受けいただき、また事務局も膨大な作業をしてい

ただいておりますが、この制度には関係者も含めると大変多くの方々の関与があり、非常に重要

な委員会だろうと思っております。どうか皆さま方の建設的で公正公平なご判定ご審議をお願い

したいと思います。

  それでは、議事の方に移ります。よろしくお願いいたします。はじめに協議事項として「モニ

タリング結果に基づく総合的な評価について」事務局から説明をお願いします。

〔 事務局説明 〕 

委員長：今ほどの説明について分からないことなども含めてご質問ありませんでしょうか。

〔 質問なし 〕

では、進められていく中で、適宜ご質問ください。ただ今、説明がありましたが、もしなけれ

ば、そのまま議事を進行します。次に、今ほどございました「モニタリング評価に基づく総合評

価結果について」ですが、分類が 4つありまして、まずは「Ⅰ．地域援助型」の施設からモニタ
リング結果と評価の事務局案について、ご説明をお願いします。

〔 事務局説明 〕

委員長：ただ今、地域援助型の 7施設につきまして、昨年より評価が上がって Aランクになったも
の、昨年より下がって Cランクになったものについて抽出した説明がありました。この判定につ
いて、どなたからでも結構ですので、よろしくお願いします。また、担当課が出席されておりま

すので、何か質問のある方は、担当課にも質問されるということでよろしくお願いします。

  いかがでしょうか。ご意見ございませんか。

A委員：少し気になったところでよろしいでしょうか。2番目の桂湖レクリエーション施設ですが、
実績のところにありますように 8 月 19 日で営業を終了していますよね。それで、利用者数も減
少しているのですが、評価は非常に高いですよね。当初計画に対して実績がかなり下がっていな
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がら、自主事業にも◎が付いてくる。これに何となく違和感があります。私もカヌーをしに行っ

たのですが、行ったらお休みだということで、早めに休業になったのが非常に痛いという結果が

出ている。評価方法については、また本日も話があるようですが、評価方法の問題かもしれない。

あと、3 番目のそばの郷ですがキャンプ場の利用者がかなり増えている訳で、実績の事業収支で
キャンプ場の当初計画がすごく高いですね。当初そういうふうに考えられたのかどうか分からな

いですが、当初計画が高いために計画差がすごく出ているという感じになっていますが、毎年キ

ャンプ場（の計画値）は 800 万円ほどで、同じ数字で来ているのが、30 年度だけ急に大きくな
っている。そのせいで大きくマイナスになっている部分があることが気になります。同じように

利賀のふるさとパックですが、特に前年度から変化があった訳では無いのに 30 年度の見込みが
非常に高いことで、計画差がすごく大きなマイナスに見える状態です。

桂湖のAという評価と◎が気になるのと、そばの郷の計画が急に上がっているところについて、
何か理由はあるのでしょうか。

委員長：桂湖とそばの郷の話が出てきましたが、まず桂湖の方から、質問に対してお願いします。

事務局：桂湖ですが、利用実績で目標数値として上がっている数値は、カヌーの利用者数ならびに

売上で目標設定されているのですが、ここに記載してあるとおり、今年の冬は暖冬で積雪量が少

なく、またダム湖の放水の関係で湖面の水量が満足できない状態となったため減収になった訳で

す。一方で事業収支が黒字化しています。実は、カヌーの利用者数で目標数値が設定されていま

すが、そもそもキャンプ場として施設運営をされていることから、ここの事業収支の収入には、

キャンプ場の収入としての利用料金が入ってきています。利用実績の数値と事業収支の指標にな

る金額（の関係性）が少しズレているため、利用実績は×になりながら、事業収支には◎がつい

たという実態があります。もう 1点、そばの郷の関係も続けてよろしいですか。こちらの方は 30
年度から目標数値が変わっています。これは指定管理期間が 30 年度から開始ということで、更
新を迎えたのですが、その際に目標数値の設定が変更・加味されたということです。しかしなが

ら、キャンプ場の利用者数が 1 万人で、実績が 12,168 人で目標数値は達成しているのですが、
この増減理由にありますように、SCOTサマーシーズン等のグルメ館利用人数の 8,400人が含ま
れています。キャンプ場の利用人数としていながら、キャンプ場の一部建物を活用した利用人数

をカウントし、収益につながる人数だけがカウントされている訳ではありません。キャンプ場の

事業収支は、平成 30年度が 1,500万円の計画に対して 660万円という実績であり、収益につな
がらない利用人数がカウントされているという実態があります。

委員長：今年のみの理由が一つあったということと、それが収益の押し上げになった訳ではないと

いうような説明です。しかしながら、収入については全体的に昨年一昨年並みを確保していると

いうことでしょうか。ほかに何か違和感があるような箇所、特にこのC評価 2つについて、どの
ように扱っていくかということで、B委員いかがでしょうか。

B委員：つくばね森林公園ですが、以前にもこちらに行ってみたのですが、道路状況、道路の幅が
狭くて、なかなか利用しづらいルートだと思って見てきましたが、通りにくいという状況を、今

後どのようにしていこうと思ってみえるのかという心配をしております。

委員長：対象が指定管理者の運営管理状況によるものか、それともその設備自体の補正というか、

そういうものにあたるのかどうか、ご指摘の点についていかがでしょうか。

事務局：アクセス道が林道ですので、こちらの施設管理については、アクセス道の管理運営までは
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含めていないので、そこを改善することは指定管理者には出来ないので、評価の対象にはならな

いです。

委員長：復元の話は、また担当課に通しておいてもらえればと思います。この C判定について、最
終的にどういう判定をされるかということですが、先ほど、通行止めによって、施設の利用人数

に影響を与えられたとか変化があったという話ですが、CはCとして、この点についての見解は、
いかがでしょうか。

事務局：利用実績が目標計画に対して到達できなかった。ただ、その一方で林道災害のような不可

抗力が発生しています。私どもとすれば、そこは斟酌したいと思うのですが、指定管理者の運用

指針の中に、そういう項目が無いので、評価上はCにせざるを得ないということで、今回 Cとし
て上げているところです。

委員長：その上で Cとしたと。例えば是正勧告だとか、そういうものに結びつかない要因だという
ことを、含んでおくということでしょうか。

C委員：6番とか 7番は、良かったものが悪くなったとは言え、色々なご時世の事情があってのこ
とだと思うので、あまり何とも強くは言えないのですが、ただ、利賀に対してはやはり段々と利

賀に行く人が少なくなっている中で、この事業をやっていくことは大変ではないかなと思うので、

そこら辺の指導ももう少し重視されたら良いのかなと思います。

委員長：D委員、いかがですか。
D委員：やはり自然相手のところというのは大変だなと思うのですけど、利賀林業者宿泊研修施設
というのは、これは居住者の理由により退去とありましたが、これは（林業の）お仕事をしてい

る方の退去ということですか。

事務局：そうです。林業従事者のための宿泊施設として整備されている施設です。

委員長：E委員いかがですか。
E委員：利賀のふるさと財団ですが、実績の原材料費が 1,100万円と低いのですが、これの理由は
何かありますか。かなり大きな額ですよね。アンケートを見ていると地元のものを提供してほし

いという内容もある中で、原材料費がかなり抑えられている、何か要因があってこうなっている

のか。利用実績は良いのにアンケート結果が厳しい。このまま行ったら利用実績も落ち込んでい

く危険性もあると思われるので少し指導されたらどうでしょうか。

それから、つくばね森林公園については、Cは仕方無いのかもしれませんが、勧告までいかな
くても、何らかの措置は必要かと感じます。

委員長：今ほどのご指摘ですが、事務局いかがですか。

事務局：（原材料費の件等は）確認させてください。申し訳ございません。

委員長：今、アンケート結果の話が出ましたけども、その点については何かありますか。

事務局：前回、指針を改正したときに、アンケートが 10件未満の場合、評価しないと決めました。
こちらには 3.7点と記載しておりますが、これはブランクとし、評価しないということで取り扱
いたいと思います。

委員長：規定に従ってということですね。それでは、皆様方から色々ご指摘をいただいている訳で

すが、最終的にこの総合評価の判定について、それぞれ 7施設ですけど、特に Cの扱いについて、
いかがですか。

E委員：つくばねの（評価について）考え直すという方法はあるのですか。
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事務局：今の基準からいくと、そういう決まりが無いのは事実です。ただ（指定管理者）本人の力

ではどうにもならない事情ですから、特別にそんな配慮をしてもらえると、指定管理者も自分た

ちの責めではないと思えるかもしれません。そういうことを検討願えたらと思います。

委員長：このCについては、ルールの規定の範疇を超えるということで、Cは Cとして判定します
が、それ以降の対応には結びつけないという認識で、ここでは判定どおりということになります

か。F委員いかがですか。
F 委員：不可抗力とのことで可哀相とは思います。評価は仕方が無いかもしれませんが。この表や
この評価はどこかに出るのですか。

事務局：公表はされます。

F委員：経営されている方のモチベーションというか、都合の悪いことがあっても Cをつけられて
しまうのは可哀相な気がします。

委員長：評価委員会として、この Cについては、不可抗力によるということで、通知はするが該当
ナシとする判定もあって良いかと思います。つまり、その通行止めで来場者数が極端に減ったこ

とに、指定管理者の責めに帰すような要因はないという判断をして、今回はこれを除外するとい

うことがあってもよいかと思います。

E委員：改善勧告をしないということですね。
委員長：そういうことですし、Cとして公表しないということでしょうか。
A委員：48ページですが、総合評価で不可抗力だけではなく、広報活動において積極性が認められ
ず、ということが出ているのですね。広報をしたら良かったのかどうかということ。不可抗力と

いう話なら、この部分をあまり強調して評価に入れると結果が違ってくると思います。

委員長：中身が分かった上で、ここら辺をどう総合的に判断するかということですね。これがCに
該当するというほどの内容かどうかという判定ですが、大事なところかと思います。

F 委員：通行止めで利用できないということはやはりあって、広報すれば良かったのかいうことも
ありますね。あとは「山守」としての役割がある訳で、通行止めとは言え、そこの部分は役割と

しては大変大きい。地元の信頼も厚いと評価されているので、どうでしょう。

A委員：文脈だけのことかもしれないですが、Cとなったけれど、今言われたように通行止めとい
う要因が非常に大きい。イノシシ・クマの害などからの山の守人ということもあり重要だという

流れなら良いと思うのですが、最後に広報活動について出てきているので、委員会の意見として

は、広報活動をきちんとしていないから Cになったと見えてしまうのが、印象としてはおかしい
のかなと思います。

事務局：こちらの表記は見直したいと思います。

委員長：そうですね。確認ですが、この判定はこの場で決まって最終的に公表されるということで

しょうか。

事務局：今回は報告をして、皆さんに協議いただき、最終的には来年の年明け 1月下旬から 2月中
旬までには確定させたいと考えています。

委員長：来年確定させるということですね。それでは、この Cについては、早計にここで結論を出
すということではなく、一度持ち帰って、内容をもう少し総合的に判断した上で、報告を受けて

判定していくということでいかがですか。

〔 異議なし 〕 
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委員長：まずは、その規定に無いということが一つですね。ですから、つくばね森林公園の判定の

み一旦保留にして、次回の委員会で改めて内容を精査した上で報告をいただき、最終的に委員会

としての結論を出すということでいかがでしょうか。

〔 異議なし 〕 

よろしいでしょうか。それでは、確認ですけど、それ以外の 6施設の判定については、原案ど
おりでよろしいでしょうか。

〔 異議なし 〕 

  それでは、ただ今の審議のとおり 1つを除き、残り 6施設については事務局の原案どおり判定
をしたいと思いますので、よろしくお願いします。

  続いて「Ⅱ．民間競合型」の施設について、同じように事務局から説明願います。

〔事務局説明〕 

委員長：それでは審議に移ります。ただ今の説明で最後にありました Cと判定された自遊の森につ
いての意見を頂戴したいと思います。

A委員：（指定管理の）初年度なので、おそらくこれから計画も実際の実績を踏まえて作っていかれ
ると思います。当初計画の半分しか達していないとか、そういう訳でも無いようですので、来年

度以降の状況を見てということかと思います。

委員長：実績は、平成 30年度ですと 30年 4月から 31年の 3月 31日までの 1年間ですね。
  何か他にご意見ございますか。この Cについても公表されるということですね。C委員いかが
でしょうか。

C委員：クアガーデンはAだったのが Bに下がったということ？
事務局：そうです。

C委員：見ていると、そんなにひどい状況では無いような気がするのですが、そこら辺は難しいと
ころですね。

事務局：民間競合型は、アの実績、イの管理、ウのサービスの向上で、アの実績で×が無いことが

前提になっています。（クアガーデンは）黒字にはなってますが、計画よりも 2 割減となったた
め、事業収支で×が付いています。

E委員：（自遊の森の）サービス向上で積極性が無いと書いてあるが、どこら辺でその判断をされた
のでしょうか。

事務局：サービス向上で積極性が無いと判断したのは、職員間の情報共有とか、日々の連絡とか、

そういったことがあまりされていなかったということです。モニタリングをした時に、そういう

姿勢があまり見受けられなかったことから、サービス向上に向けた職員の資質向上という部分が、

あまり良くなかったということで判断しております。

E委員：×は無いですよね。△が 3つ 4つ
事務局：そうですね。サービス向上について×はありません。

E委員：ヒアリングの時にそういうふうに感じられたということですね。意外とアンケート結果が
悪い印象（3.6 点）。基準として 4 点以上を求めている中で 3.6 点で、民間競合型施設の中では、
ここが一番低い。1年目と言えばそれまでですが、そういうところは少し感じます。
委員長：（モニタリングでの）印象が余程良くなかったということでしょうか。それが実際のお客様

へのサービスにどれくらい影響を与えているものかという観点で、どう捉えられたかということ
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ですね。審議するかしないかという話ですから、皆さんからもご意見をいただきたいと思います。

F委員いかがですか。
F 委員：指定管理者の意見を聞いておりますと、引き継ぎは上手くいっていたということですが、
ホームページの立ち上げに少しもたついたようです。で、前の団体からやり方を変え、申込は基

本的に電話連絡かホームページからの利用申込かということでやっていて、そこの部分でやはり

PR不足とか、そういうことは否めない気はします。ただ、1年目でホームページの作成や再構築
に少しもたついたというところです。それとバーベキュー施設があり、そこも途中やれなくなっ

たこともありました。そこの支配人的存在が事故で入院し、頭の方にケガをされたため長期入院

となり復帰に時間がかかったと、夏以降で一番稼ぎ時のシーズンでそういうことが重なった状況

を聞いております。ただ、そんな事情を考えずに評価すると確かに PRは不足していたのかなと
いう気はします。

委員長：もうお一方だけご意見いただきます。B委員よろしいですか。
B委員：文面を読ませていただいく中で、今後に期待というところを、ウンウンと頷きながら聞い
ていたところがあり、仕方がないのかなと思います。

委員長：分かりました。事務局案としては先ほどの説明のとおり、評価基準に従って Cと判定をさ
れているのですが、その判定のされ方に違和感があるという話でなければ、このとおりというこ

とです。その点について確認をさせていただければと思います。

C委員：この評価の仕方では Cは Cとして、どうも見ていたら、前の管理者と変わった管理者にな
っているから、まだはっきりと、そこら辺の調整が上手くいっていないのかも分からないし、少

し様子見という意味のCではないかと思います。
委員長：それでは、事務局判定のとおりでよろしいという意見でしょうか。そう思わない方おられ

ますか。では、この Cについては事務局案のとおりということで、違和感があればまた後ほど確
認させていただきます。あと、大変良い話もあったようですが、それ以外の民間競合型施設の中

でご意見のある方ございませんか。これ、Aはどのように公表されるのでしょうか。
事務局：Aはそのままで、Cだけが改善勧告とか一つ踏み込んだ対応になります。
委員長：そういうことですね。Aは何もないということですね。これはこれで良かったねというこ
とでよろしいでしょうか。それでは、また先ほどの話に戻りますが、ここでの Cという評価につ
いていかがでしょうか。これでよろしいでしょうか。

〔 異議なし 〕 

  それでは、少し長く審議いただきました、民間競合型の判定については、事務局案のとおりと

させていただきますので、よろしくお願いします。

続いて「Ⅲ．公共機能保守型」について、事務局から説明願います。

〔 事務局説明 〕 

F委員：一覧表で（ゆ～楽が）上平になっていますが、平でないでしょうか。
事務局：平です。申し訳ございません。

委員長：では、この 1/2ページの一番下の段の地域は、平に変更願います。この施設保守型でも、
Cについてどのような評価をするかという話から議論を進めたいと思います。これも説明では、
通行上の問題があったということでしたが、大分大きかったのでしょうか。

事務局：国道 156号の通行止めです。
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E委員：何日間通行止めになったのかと、ボイラー故障も何日間だったのかが分かれば
事務局：数字は持っておりませんが、先ほどのつくばね森林公園に比べると少し違ってくると思い

ます。通行止めといっても 156号の場合、下からも上からも行けますし、両方とも（止まる）と
いうことではないので、それも含めて次回にはきちんとしたものを出したいと思います。

C委員：どちら側の通行止めだったかということも分かればよいが
E委員：サービス向上の項目で、WEBサイトで確認？ホームページで×というのは何か？
事務局：ホームページの更新頻度が低く、フェイスブックやツイッターなどとの連携も図られてい

ないということでサービス向上の分野では低い点数が出ております。

委員長：サービス向上への努力がやや不足しているとの判定だったということですね。では、これ

についてご意見を伺いたいと思います。C委員いかがですか。
C委員：これは管理者が変わったのでしょうか？前と違うのでは？
事務局：2年前から変わっています。今が 2年目ですね。
C委員：これも大阪？
事務局：これは東京のNPOになります。
委員長：指定管理者の選定委員会の時に事業プランを掲げ、選定を受けた経緯の中で、SNSの利活
用等について謳ってあった、けれどもそれが十分ではなかったと、こういう見解ですか。

事務局：通常ですと、そういう利用の拡大については項目がありますので、記載はされています。

今回サービス向上について評価した基準は、どの施設でも評価が変わらないように一律的なもの

で、具体的にはホームページの更新が月 1回以上あるかどうかで線を引いて、プラスしてフェイ
スブックとかツイッターとかでの情報提供がされているかを含めて判定しております。ですから、

提案は提案として、サービス向上に向けた取り組みは、どの施設でも、あって然るべき、との観

点から、どの施設も同じ評価項目をもって判定しています。

F委員：確認ですが、修繕の 148万 2千円はボイラーの修繕ですか。29年度の 3,595万円は？
事務局：29年度はエアコン、空調だったと思っております。148万円は確認させてください。
委員長：そうしますと先ほどの説明のとおり、公共機能保守型施設のサービス向上に向けた取り組

みは、ホームページの月 1回以上の更新、あるいはフェイスブックやツイッター等での情報発信
という内容で一律に評価されたということでよろしいですか。竹田委員いかがですか。

A委員：先ほどから思っているのですが、サービス向上のところで、全体にモヤッとしてくる気が
します。はじめて基準を聞いたのですが、少なくとも、その基準を明確に出して、それに達して

いないというかたちでないと。例えば、広報の 2つ目「ポスター・チラシ・パンフレットは見や
すいか」と書いてあるところでは評価が△です。WEB サイトも×ですけど、よく分からない。
それで、そのよく分からないところから Cにつながる。実績は誰が見ても明確です。最後のサー
ビス向上が分かりにくくて、結論としては、積極性が認められず、としか書いてないので、サイ

ト等の評価判断（基準）について情報が少ないと思います。例えば、この部分を改善すれば、月

1 回ホームページを更新すれば、それで良いのか、そこさえやっておけば C にはならないのか。
見やすいかどうかも、どう判断されているのか、そこもやはり基準があるのでしょうか。

事務局：ポスター・チラシ・パンフレットについては、まず、内容が最新のものであるかどうか。

また、設置場所や並べ方が、お客様の目につきやすいところに置いてあるかどうか。それから、

ポスターやチラシのレイアウトに工夫が見られ、誰もが見たくなるようなものかどうか。という
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ところを基準にして判定しております。

F委員：自分の施設の中でポスター・チラシ・パンフレットを配置するということ？
事務局：ここではそうです。

F 委員：そういう施設にもう来ているお客さんが、来たところでチラシやパンフレットを見る？も
っと余所でしないといけないことではないですか。そこに来たお客様にチラシ等を見せていても

（効果はどうか？）もう来ているのだから

事務局：そこは、またホームページとか、SNSでの PR等で評価させていただければと思っており
ます。ポスター等に関してはこのように評価していますが、ご指摘のように同じ者が行き、同じ

目で見て、同じ気分で評価すれば同じ結果になりますが、なかなか（そうはいかない）

F 委員：だから、広報の評価としてこの項目が要るのかなと思います。例えば、施設のコンセプト
や雰囲気としてポスターやチラシ等をベタベタ貼るのが良くないところもありますよね。こうい

う広報活動は、外で展開しないといけないもので、施設内にポスターを貼っているから○と言わ

れても少し違うと、そんな気がします。ここの部分の△という評価が影響しているのだとすれば、

少し考える余地はあるのかなと思います。

事務局：今までは管理の面で Cになったところが殆どでした。今回は初めてと思うくらいに管理以
外の項目で Cが出てきましたので、まさに今のご指摘のようなことが課題に上がってくると思っ
ております。実績の欄で同じように課題として感じていたことは、本日最後の議題として上げて

おりますが、こういうことも今後、きちんと対外的に説明できるような基準を作らなくてはいけ

ませんし、項目についても必要があれば見直しをしなくてはいけないと思います。

委員長：管理項目以外では、中々無かった C判定ということで、非常に難しいというか、サービス
の質を正に問うということですから、大変難しい判定なのだろうと思います。これについては先

ほどからの指摘にもあるように、定量的にカウント出来るものは分かりやすいですが、見やすい

とか見にくいというのは主観的な判定基準です。ただ、定量的に捉えられるから適切なのかとい

うところもあり、分かりやすいからといって、それが適切な評価につながるのかどうかというこ

とも判定していかなくてはいけないと思います。そういう判断の中で、取り敢えず今回、ゆ～楽

について Cにするかどうか。実績、利用者数は対計画比で 67%、収益も大幅な未達ということで
残念な結果になっておる訳ですが、それがサービスの質的な部分というか、サービス向上への取

り組みが生せる業かどうかというところの判定だと思います。そういう中で今回どう判定してい

くかということに絞ってご意見を頂戴します。

E委員：評価項目としては、実績関係で×が 2つあること、公共機能保守型については、エ．利用
者アンケートを重視するというかたちになっておりますので、そこが 4以下で 3.9点ということ
ですから Cは致し方ないと思われます。
委員長：他にどなたかご意見ございませんでしょうか。

F 委員：地元住民の利用減少というのは何かあるよう気がするのですが、地元の人が減った要因と
して特別な何かがあるのでしょうか。

事務局：実際にモニタリングでお聞きしたのは、今まで通ってきてくれていた高齢者の方々が、出

歩かなくなってきた、行けなくなってきた、ということでした。

F委員：施設的な要因ではないということですね。
事務局：それは、他の施設でも同様におきています。文化施設・体育施設・温浴施設、どの施設で
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も同じように今まで通っておられた方が高齢化してきています。ただ、どこもそれなりに新しい

客を求める努力はされていますし、ここだけに限ったことではありませんので、そこはもう少し

頑張ってほしいし、何とか対応してほしいと思います。

F 委員：地元の人が減ったのは、サービスの質的なことで原因があったのかと思って、サービスが
悪くなって地元の人さえ行かなくなったとか、そんなことなら大分危ないなと

事務局：そうであれば、もっと深刻な状況になっておるかと思います。

委員長：もっともな心配だと思います。いかがでしょうか、ほかにご意見ございませんか。

C委員：これもまだまだ改善できる、話し合いで摺り合わせのできる Cだと思います。この NPO
法人も元々は地元の人間でないでしょうし、そこら辺の土地柄や色々なことを、まだまだ 2年目
ということですし、こちらの意見も言いながら、向こうも勉強しながら、どうしていくかという

意味での Cだと思います。Cは Cとして、平地域も人口が段々と減ってくるし、高齢者ばかりに
なってくれば利用者は少なくなる。そうなれば、平野部からどれだけの客を呼び込めるかという

手腕もこのNPO法人にかかってくる訳ですし
委員長：正にそういう話ですね。冒頭に申しましたとおり、この委員会では、予め規定された評価

の方針に従って評価がされているかということを判定するのが我々の役割。そういうことをもう

一度確認させていただいた上で、やや定性的なもの、あるいは加味すべきウェイトをどう判定し

ていくか。例えば通行止めや予期せぬ故障など、話にあった部分を勘案してもCで致し方なしと
皆さんの意見がまとまるのであれば、致し方なしということだろうと思いますが、これについて

は挙手でお願いします。事務局案のとおりCという判定でよろしいでしょうか。
〔 挙手 〕 

  それでは、難しいながらの判定ですが、事務局案どおり、今後に期待という意味も込めて、今

回の判定は Cという意見となりました。そのほか、公共機能保守型の施設について意見や質問が
ありましたらお願いします。

C委員：23番の児童館は 4施設ありますが、これは（実績が）特 Aみたいな感じに思えるのです
が、評価は Bになっています。基準でいくと Bなのでしょうけど、利用者が増えて、収入もすご
く増えています。利用料中、その他収入が 30年度実績で 10倍に上がっている。感想になります
が、こういう施設もあるのかと思います。それで、広報の項目を見るとWEBサイトで引っかか
っていますが、チラシの見やすさは◎で、この辺にまたモヤッとしたものを感じるのですが、ど

のくらい見やすいのかと思います。これを他の施設でも参考にすれば良いのか、絵として見えて

来ないですが、非常に良好な利用者数の伸びとか、どこを見てもかなり良いかたちで管理されて

いる施設だと思うのですが、最終的には Bなのですね。
委員長：ごもっともな指摘だと思います。担当課の方おられましたら、どのようなかたちで運営さ

れているか、特徴づけられたようなことなど、あわせてお聞かせいただければと思います。いか

がでしょうか。突然申し訳ございません。

こども課：児童館の 4館は、全ての施設が円滑に管理され、指導員の皆さんも一生懸命やってくだ
さっており、利用人数が毎年伸びています。今回Aから Bになりましたのは、事業収支でマイナ
スになっている部分があり、そこで×がついたことで評価が下がっています。その要因としては、

利用者が増えていることに対して、児童の安全を確保する観点から、職員を増やす必要があり、

人件費を増やさざるを得ず、（収支が）マイナスになったことから評価が B になったということ
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で、そういう課題はありますが、非常にしっかり運営されていると思っております。

委員長：はい、ありがとうございました。C委員そういうことでよろしいでしょうか。
C委員：はい、委員長も先ほど言われたように、すごく良いという施設を褒めるところが無いので、
この機会に確認をしたいと思いましたので

委員長：ありがとうございました。事業収支については今後の運用、経営の運用に期待するという

ことですね。ほかにこのグループについていかがでしょうか。よろしいですか。では、意見も無

いようですので、公共機能保守型については、事務局案のとおりで、よろしいでしょうか。

〔 異議なし 〕

  それでは、最後に「Ⅳ．公共機能増進型」について事務局から説明願います。

〔 事務局説明 〕 

委員長：このグループについても、今ほど説明があったばかりですが「よいとこ井波」の C判定に
ついて、いかがでしょうか。事業収支での×2 つが主因のようですが、ご質問をお願いします。
B委員いかがでしょうか。

B委員：時々利用させていただくのですが、Cというふうには感じないというか、色々と工夫して
みえるなぁということで。みんなの広場みたいなのを作っていらして、木に関する絵本とかが置

かれていて素晴らしいなと思って利用いたしました。職員間のということで、少し感じたことは

ありましたが、その程度です。

委員長：はい、ありがとうございます。ほかにご意見よろしいでしょうか。

A委員：よいとこ井波の事業収支について、利用料の欄で項目を入れ替えられたのでしょうか。そ
の他料金が大体 400 万だったのが、H30 で突然利用料金が 500 万になって、その他料金が当初
計画より小さくなっています。そこで何か大きなマイナスがあったように見えますが、収入を合

計すると 3カ年では最高益です。これは、何か意味があるのでしょうか。
事務局：この施設についてはご指摘のとおり利用料金とその他料金を入れ替えております。そもそ

も、この施設に関しては利用料金として共有スペース・そば打ち体験をする部屋の利用料金があ

り、その他料金としてテナントが入っていることからそのテナント料を、その他料金として取り

扱うということで今回見方を変えました。それで当初計画と実績との入力差、これは事務的な確

認ミスだろうと思います。そこは入れ替えになるだろうと思いますが、いずれにしましても再度

確認いたします。

A委員：事業としては指定管理料も入れて安くなるのですね。
事務局：そうです。管理部門についてはプラスになっています。

委員長：この自主事業の赤字が大きいということが、大きな指摘になろうと思いますが、提案され

た自主事業は、どういう内容でしょうか。

事務局：自主事業は、そば打ち体験と、創業祭というイベントの実施になります。

委員長：このイベント事業 2件というのがそれにあたる？
事務局：それと、この団体自身がテナントに入って、お土産といいますか物販の方を担っています。

それに関わる事業収支が自主事業の方に入っています。

委員長：自分のところのテナントに入っている分のテナント料金は自分で正しく払っているという

ことでしょうか。それはそれで払い、収入はマイナスになっているということでしょうか。

事務局：その他経費の方で、自主事業分として納められています。
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委員長：それでは、規定に従っての判定ということで、もう一回そういう目で見ていただき、この

Cについて集約していきたいと思います。C判定に違和感が無いかどうか、いかがですか。
F 委員：一つだけ、事業収支で先ほど利用料金とその他料金が入れ替わっているということでした
が、これがもし当初計画から入れ替わっていたら▲（マイナス）にならなかったということはあ

りませんね。

委員長：これはトータルすれば（合計は変わらない）、要は段ズレの話ですよね。

事務局：計画の方で上と下が逆だったのか、実績の方が逆だったのか、ということです。

F委員：トータルすれば関係ないということですね、分かりました。
委員長：はい、いかがでしょうか。ご意見が無いようですが、よいとこ井波は、この事務局案の判

定でよろしいでしょうか。ご意見、最終的によろしいですか。

〔 異議なし 〕

  それでは、よいとこ井波は事務局判定のとおり C 判定で判定することとし、以降については、
それ以外の施設の判断に違和感が無いかどうかの意見を求めます。いかがですか。せっかく担当

課もお見えですので、内容について説明を求めたいところがあれば、お聞かせいただければと思

います。Bから Aに上がっている施設も、たくさんありますが、よろしいですか。
〔 質問・意見なし 〕

  はい、それでは時間の関係もありますので、このグループについては、最終的に事務局案を、

この委員会の判定としてよろしいでしょうか。

〔 異議なし 〕

  それでは、公共機能増進型のグループは、事務局案どおりで判定したいと思います。

これまで全般的に、評価についての意見など、ございますか。先程来、色々ご指摘がありまし

たが、その点について率直な意見等あればよろしくお願いします。よろしいでしょうか。

〔 質問・意見なし 〕

  それでは、皆様方のご意見を基に、総合評価をまた見てもらい、公表を行うということになろ

うかと思います。公表については、冒頭の（つくばね森林公園の）C評価の扱いについて、事務
局からもう一度次回委員会で意見をいただき、判定を再度行うという条件付きで、今日の事務局

案については、このようにまとめさせていただきました。事務局から今後の公表までのスケジュ

ールについて説明願います。

事務局：今回審議をいただいて C評価となった施設、また再確認をしなければいけない施設、それ
らに対しては今後、改善勧告を送付し、次回の評価委員会でその改善状況を報告します。あわせ

て、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

の評価委員会で同じく報告します。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

点や追加等がありましたら 12 月末までに事務局へご連絡願います。いただいたご意見について
は、次回評価委員会までに追加修正します。次回の評価委員会でモニタリングの最終結果を確定

させてもらい、結果の公表を行う予定です。

委員長：はい、ありがとうございました。それでは事務局案のとおりとしたいと思います。続いて

予定されております協議事項ですが、評価判定見直しについて事務局から説明願います。

〔 事務局説明 〕 

委員長：これは今まで話してきた内容について評価替えになるということでしょうか。今ここでこ
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れを是とすると、今回の判定には、どのように影響してくるのでしょうか。

事務局：今回の提案を認めていただければ、今年の判定から適用するのではなく、さらに今年度の

実績はもう始まっていますので、来年度の実績に対して、この（見直し案での）評価に置き換え

たいと考えております。当然、このことについては、指定管理者にも事前に周知しなくてはいけ

ませんので、直ちに評価に反映させるということではございません。

E委員：今年の分からではなく、令和 2年度分から？
事務局：令和 2年度分の管理実績の評価から適用させていただきたい
E委員：再来年の評価委員会から？
事務局：そうです。

E委員：そんなに延ばさないといけない？
事務局：今年の管理実績からやってもいいのですが、その場合「後出しジャンケン」のようになっ

てしまう懸念がありますので

委員長：「ゴールポストを動かす」という表現もありますね。ただ、なぜ事務局から、こういう提案

がされたかというと、やはり実感と合わないルールで実感と合わない結果が出てしまうことにつ

いてのアジャスト（調整・調節）のために少し工夫をされたということですね。ただ、その実感

が、委員の皆さんの実感を伴うのかということで、いかがでしょうか。評価方法の見直し、それ

から事業収支に対しての評価の見直し、2 点あろうかと思いますが、どなたからでもご意見をお
願いします。

まず、達成率の扱いについていかがですか。対計画比が 100％以上かつ前年実績比が 100％以
上、これが◎は文句無いということですね。次に、対計画比が 100％以上かつ前年実績比がマイ
ナスになったと、これが○。で、対計画比が 100％未満で未達だけど対前年実績比がプラスで、
これは△。×はいずれもマイナスという話で、これは皆さん方も違和感の無いところかと思うの

ですが

E委員：そしたら、計画さえ伸ばしておけば○か◎になるということですか。
事務局：そうです。一方でジレンマはあります。計画達成で○以上取れるということですので

E委員：高い目標にしておけば○以上がもらえる
事務局：逆ですね、目標（計画）を低くすればするほど○は取り易くなります。

E委員：計画比 100％以上だから、前年よりも計画さえ上げておけば○にならないか？
委員長：計画比の実績ですから、計画を低くすれば○か◎は得られるという話ですので

F委員：かつ前年実績比、「かつ」ですから、どちらも（上がらないといけない）ですね。
E委員：だから計画さえ上げておけば○以上は
事務局：実績が伴わなければ

E委員：実績が 100％未満でも（計画比で 100％以上なら）○にはなりますよね。
委員長：E委員のご指摘のとおりです。その計画が妥当かどうか、適正に設定されているかがポイ
ントですよね。例えば、現時点で道路工事が必要で通行止めになることがはっきりしている状況

で、ある程度売上が低くならざるを得ない場合に、売上を低く見込む。そういう理由がある場合

には妥当性があるということになろうかと思う訳ですが

E委員：計画を下げておくと、逆に△か×しかあたらなくなる
委員長：計画の数値を高めておくと、そうなりますね。
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A委員：計画の変更については自由ですか。
事務局：基本的に変更は認めていません。施設の機能が変わる場合に、変更は認めますが、仕様が

変わらない場合、途中段階での変更は認めません。あくまで、当初設定した計画数値を引っ張っ

ていきます。逆に言えば、継続して指定管理の選定を更新した場合、途中で目標数値を下げるこ

とは可能といえば可能になります。

委員長：それは、5年に 1回の話ですか。
事務局：5年に 1回、もしくは 3年に 1回、その指定管理のスパンによりますが
A委員：たまに同じ数字（計画値）を 3年間続けて計上するところもありますが、いくつか、例え
ば平のデイ、地域包括は年々上がっていく計画で、これは良い計画ですよね、本来。実績も年々

上がっていて、30年は少し下がったのでマイナスになりましたが、計画としては凄く健全ですね。
ただ、健全に上がっていく計画を立てていても実績が追いつかなければ、ずっとプラス評価が出

ないということになる訳で、そういう意味では、実績として上がった部分を（評価に）加えると

いうことも大事ですよね。努力がちゃんと見られるという判定ができるので。当初計画は変更で

きないという前提で、そこが重要で、前年実績を見ての変更が無いなら当初計画が正しいかどう

かは、こちらでは何とも言えない、選定の問題ということになる

委員長：3 年前の選定であれば、3 年前の事業環境に基づいた計画が今も生きているということで
すから。ここら辺に違和感はありませんか。いかがでしょうか。毎年予算を決めて、予算適正を

折衝し、環境とか努力とかを盛り込んだ数字で、上がってきた数字に対してどうかという話が、

通常予算管理の基本だと思いますが、どこに最も違和感があるかということですね。

A委員：実績の変化が評価できれば非常に良い
委員長：実績が上がったということは良いということですよね。

A委員：ただ、先程の児童館のように実績が上がっているのに×がついてしまうのは、人件費が上
がった分が対応できなかったということですよね。当初の事業計画では対応できず×がついてし

まう。地域としては非常に良い施設でも×がついてしまう。だから、実績に大きくプラスが出た

分が評価されれば、これに×はつかないですよね。そういう意味では良いと思うのですが

委員長：ただ、児童館の場合、実績は上がったけれど、収益がマイナスになるような収支管理にな

ったという事実は事実としてある訳で

A委員：お客さんを拒めないということが、児童館の性格上あって、中々そういう意味では
委員長：そうですよね。続いてご意見ございませんか。

A委員：もう 1点、いつからという話ですが、評価項目に変更が無いのなら、評価点数の配点も変
わらないですよね。それなら後出しにはならないと思うのですが。実績を評価に入れることが良

いということなら早めに評価した方が良いのではないかと思うのですが

委員長：見直しの反映について事務局案では、令和 2年度の実績について令和 3年度に評価すると
いうことですね。

A委員：それを前倒ししたらどうかと
委員長：もともと事務局の問題意識は、評価の実績と違和感。機械的に出した評価についての違和

感を何とか是正するために、実感に近づけたものとして、この評価基準に是正を反映したいとい

う話だと思うのですが

C委員：見直し案を適用するなら即やった方が良いのではないかと思う。
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委員長：いつやるかという議論の前に、案そのものをどう評価していくかについての議論を先に決

めさせていただければと思います。先程来の議論や指摘にもありましたが、やはり計画について

操作というか、操作ができない中でこの判定が出てきてしまうということについての違和感をど

う是正していくかという話が多分焦点だと思います。

F 委員：以前から指定管理期間中は計画値を変えることはできなかった、それに対する実績比で
100％を基準に評価をしている訳で、それは、この新しい見直し案も一緒ですよね。変えられな
い計画との比較で評価するという

事務局：そうですね。計画値は変えられない

F委員：それに実績値の部分を加味していくようなかたちにすれば良いということですよね。
E委員：そこで利用実績が同じでも 100％以上だから、その場合○があたると
F委員：○か◎を 100基準でどっちという話と、×と△を 100基準でどっちかという話ですね。
E委員：実績を評価に組み入れるのは良いと思います。
F委員：この×か△を 100基準でどちらにするかという決め、◎と○をどっちにするかという
E委員：今ここで決めずに、少し実績に重きを置いた考え方に 1回考え直してみるという手もある
と思います。

F委員：計画が変えられない中での話だとすれば（そうですね）
C委員：どちらにしても何か違和感がある。現行にしようが見直し案にしようが、違和感があると
思われます。スッキリしないところがあるけど決めろと言われると「分かりました、見直し案に

しましょう」としか言いようがなく、「いや、現行でやろう」という手もあるかもしれません。た

だ、そこら辺のスッキリとしたものが見えて来ない。何でも良かれで評価を上げれば、指定管理

を取る人が喜ばれるだけ。そういう問題では無い。やはり厳しい評価も必要だと思います。ただ、

担当課が苦労されるから、もう少し評価を良い方に持って行きたいというのなら、それは間違い

で、令和 2年度分からやりたいのであれば、今のこの委員会の任期中にこれ（見直し案）をもう
少し検討した方が良いのではないでしょうか。

E委員：次回までもう少し考えてみた方が良いですね。
F 委員：何か無理して合体させているようなところが無いか。例えば、計画比についてはキチッと
計画的に経営されているかというのが着目点で、実績比というのは営業努力も含めて前年に比べ

てどれだけ収益を上げてきたかということ。それをこう無理矢理ガシャンとしている訳だけど、

キチッと計画立てた経営をしているかどうかという評価と、収益をあげたことを認めるという評

価は、少し物差しが違う。それをガッチャで評価しようとすると、こうなるという気がします。

C委員：施設によっては、売上実績の金額だけが上がれば良いところもあれば、やはり動員や利用
人員が増えたという実績が大事なところがあると思います。

F委員：どちらもリンクはするのですが
C委員：だからそこら辺でのミスマッチを、もう少し検討した方が良いのかなと
事務局：私どもからすると、自ら提案されたものには責任を持っていただいて、それを 100％達成
するのは当然のことと思っています。尚かつ更新時に目標数値を下げられたら容易に達成できて

しまうことから、前年よりも利用者数等の計画値が下がること自体が経営としてどうか、という

のがあり、そこの部分で前年比実績を加えています。

F 委員：では、頑張ったか頑張らなかったかというところの思いはこの基準では無く、そこの部分
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は、もう一つの×がつくかどうかの自主事業分で、どれだけ頑張っているのかを評価するという

ことですね。

事務局：そことの 2本立てで評価したいということです。
委員長：難しいところだと思います。私の意見としては、計画案は、指定管理者としっかりやり取

りをして、妥当な計画を常にリニューアルしていくのが大事だと思います。新たな環境を読み込

み、前年実績を踏まえた上で適正な目標づくりされているかどうかがポイントで、その次は、計

画に対してどれだけ達成率があったかと、実質的にどれだけ伸びたか縮んだかという、それらを

どのくらいのウェイトで評価するか、やはり複眼的ですね。計画に対してどうだったかという部

分と、実績としてどう伸びたかという部分、この 2 つを総合的に見ないといけない。通常なら、
これは 50％もう一方も 50％として評価するということが、よく行われている方法です。ただ、
事務方として、出てきた結果と評価とにミスマッチを感じることからの見直し案ですから、その

案は案として、ここでは中々意見がまとまらないのは、何かまだ違和感があるからですよね。求

められたら返事をしないといけないという意見もあり、どう判定しようかと思っているところで

すが、やはり皆さんからの疑問が多く、スッキリとこの意見に収斂できる状況でもないと思われ

ますので、ここは 1回、もう少し時間を置いて皆さんで考えてみるということで、ご指摘の点を
もう一度整理し、また次回上げていただくということで、いかがでしょうか。

C委員：委員長と A委員のアドバイスを受けて
事務局：またご指導よろしくお願いいたします。

委員長：毎回申し訳ないですが、大変実質的なお話しができて良かったと思いますので、この事項

を踏まえて、少しでも皆様方の実感を伴うようなかたちが反映できるような評価制度になってい

けばと思います。今日はそういうところで、事務方にも収めていただけないかと思いますので、

よろしくお願いいたします。それでは、今後の日程も確認いたしましたので、その他、今日の協

議に関してご意見がなければ、議事を閉じさせていただきますが、よろしいでしょうか。

〔 質問・意見なし 〕

  本日はご協力ありがとうございました。それでは、事務局にお渡しいたします。

事務局：次回開催は、1月下旬もしくは 2月の中旬くらいに改めてご案内申し上げますので、よろ
しくお願いいたします。内容については、今回ご指摘いただきました確認事項等々を含めてご報

告いたしますと共に、運用指針の改正等についても、またご協議を賜りたく思います。委員の皆

さまには長時間に渡りまして、貴重なご意見を賜りまして真にありがとうございました。それで

は最後に柴担当部長からご挨拶を申し上げます。

柴担当部長：皆様方には長時間およそ 2時間に渡りご協議賜りまして、真にありがとうございまし
た。本日いただきました評価結果に対するご意見、それからご指摘等は事務局で修正の上、皆様

方にご報告させていただき、次回の委員会を迎えたいというふうに考えております。

評価判定の見直しについて今ほども十分ご議論をいただいた訳ではございますけども、中々結

論が得られないということですので、事務局側で再度、委員長をはじめ皆様方とご相談しながら

確認をしていきたいと考えております。

それから今回見直しの対象となっていなかったサービスの向上という部分でも色々とご意見を

いただいたということですので、この部分は判定基準が曖昧であるということもありますので、

この部分についても事務局側の宿題かなと考えておりますので、そこもあわせて協議していきた
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いなと考えております。皆様方には改めまして長時間に渡りまして真にありがとうございました。

また今後ともよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

○ 閉会 午後 4時 38分


