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令和 2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 2年 10月 14日(火) 午後 3時～4時 30分 

２．場 所  南砺市役所本館 4階 401 会議室 

３．出席者 

委員（7名）：  

委 員 長   新町 栄一（元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   柴 雅人（南砺市市民協働部長） 

委   員   川森 純一（総合政策部長） 

事務局（4名）：   

総務部長 上口 長博 

    行革・施設管理課長 石﨑 修 

    行革・施設管理課 主幹 中島 吉範 

行革・施設管理課 副主幹 山田 幸男 

担当課長・係長（10名） 

    商工企業立地課事業者支援係 係長 下田 友康 

交流観光まちづくり課観光施設係長 荒井 清志 

    農政課農産振興係長 横井 勇昭 

林政課林政係長 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 荒井 昌宏  

建設維持課公園・河川係 五十嵐 智一 

    生涯学習スポーツ課生涯学習係 副主幹 長岡 千夏 

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 

・モニタリング評価に基づく総合評価について 

・評価判定見直しについて 

参考 

・モニタリング結果に基づく総合的な評価について 

・その他 

 ・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 
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   ・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 3時 

 

事務局：それでは定刻でございますので、ただ今より令和２年度の第１回南砺市指定管理者評

価委員会を開催したいと思います。開催にあたりまして、新町委員長さんよりご挨拶をいた

だきたいと思います。合わせてそれ以降の進行につきましてもよろしくお願いいたします。 

委員長：皆さん改めましてこんにちは。今日は第1回の評価委員会にお集まりいただき、誠に

ありがとうございます。新型コロナウイルスでも大変なときを迎えておるわけでございます

けれども、市民の皆様の信頼に応えるよう、また、指定管理者の皆様がたの安定的なそして

持続的な運営にもお応えできるよう、運営をさせていただきたいと思います。委員の皆様、

事務局のご担当の皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速議事運営に入らせて

いただきたいと思います。まず協議事項に入ります前に、例年のことでございますけれども、

モニタリング結果に基づきます総合評価方法の考え方について、最初に確認をさせていただ

きたいと思います。それでは山田さんの方からご説明いただきます。 

事務局：行革施設管理課の山田です。よろしくお願いいたします。 

それでは資料の方は 1になりますが、資料に入ります前に、令和元年度の変更と、それから

今も話がありましたが、コロナ等の対応について少し触れさせていただきます。 

令和元年度につきましては、近年まれにみる暖冬でございまして、市内 3スキー場において

降雪量が少なく、事業履行の不能の状態が発生したということで、天候リスク支出金を支出

しております。また、年明けから、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大がございまして、

年度末にかけて、市内の指定管理施設におきましても、キャンセルの発生や、入り込みの減

少などの事例がございましたが、年度末までのわずかな期間であるため令和元年度における

指定管理施設のコロナの影響は軽微であると判断いたしまして、評価については、従来通り

のやり方で評価させていただいております。 

それでは資料 1 に入っていきたいと思います。1 ページをご覧ください。評価の考え方につ

いて、確認させていただきます。 

モニタリング評価として、事務局である行革・施設管理課と、それぞれの所管課から指定管

理者へのヒアリングと実地調査を行っております。それらを踏まえまして、基準に照らし合

わせて、評価したものが資料 2のモニタリングシートでございます。評価委員会では、調書

の内容を御協議いただきまして、評価結果の最終決定をしていただくことになります。モニ

タリングの対象施設でございますが、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 1000 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

としています。評価の方法については、利用者数、事業収支等含めたア、実績、管理状況や、

その体制について評価をするイ、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

評価するウ、サービス向上、そしてエ、となります施設管理者、利用者からのアンケート結

果、そして指定管理者自身の経営状況も踏まえた参考資料を以て、評価することになってい
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ます。総合評価ということで、高いレベルで管理されていれば A、期待するレベルなら B、期

待値に満たないということになりますと C、三つの区分で評価しています。 

4 ページ目をご覧ください。令和 2 年度のモニタリング対象となった施設の施設別一覧をこ

ちらの方で掲載しております。対象施設は全部で41施設でございました。事業の収益性や立

地条件などから施設の特性ごとに 1から 4のタイプに分類しています。そして、その分類ご

とに重視する評価項目が異なっているところに注意が必要です。 

では、戻っていただきまして 2ページをご覧ください。ページ下半分に判定基準を記載して

います。例えば 1、地域援助型に分類される施設が評価を獲得する場合ですが、管理割合が、

まずは 100%であることが前提です。加えてア、実績と利用者アンケート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、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ります。 

C 評価につきましては、施設分類に関係なく、アの実績において、×が二つ以上、ウのサー

ビス工場において、その達成割合が 70%未満の場合または管理基準の割合が 100%満たせない

場合に、C 評価となります。最終的に ABC と評価をつけておりますが、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、協議をお願いいたします。事務局からは以上です。 

委員長：改めて確認をさせていただいたということでございますけれども、何かその点につき

ましてご質問やご確認されたいことがございましたら、どうぞ。ございませんでしょうか。

今年度におきますコロナの関係については、軽微であり、加味しなくてもよいというような

お話もございました。一応そういうことを確認させていただいた上で、お示しいただいた基

準によって、議事を進めて参りたいと思います。 

それでは第 1分類として、地域援助型の施設からご説明をお願いします。 

事務局：資料２をご覧ください。1 枚めくっていただきまして、1 ページ目から 2 ページにわ

たりまして、分類ごとのモニタリング結果一覧を掲載しております。その次のページからは、 

個別施設のモニタリングシートとなっております。施設数が大変多くございますので、A 評

価になったものや、逆に昨年度から評価が下がったものなどをピックアップして説明させて

いただきます。 

まず１の地域援助型に分類される施設でございますが、６施設あります。こちらにつきまし

ては、収益性が高い施設であるが、立地条件が悪いことを考慮して、利用実績や事業収支の

増加よりも地域活力に寄与するため、利用者拡大やサービス向上などでの取り組みを重視す

べき施設です。重点項目はサービス向上となっています。事務局案では、A評価が 1施設、B

評価２施設、C評価が 3施設となりました。 

今回 C評価となりました施設は全て、施設管理における必須項目を実施しておらず管理基準

を 100%達成できなかった施設となります。平スキー場および利賀天竺温泉の郷では避難訓練

が実施されておりませんでした。またつくばね森林公園では、消防設備点検が未実施でござ

いました。尚、平スキー場は今年 7月に避難訓練を実施され、また、利賀天竺温泉の郷につ

きましても、10月中旬に実施予定であると報告は受けております。A評価となりました桂湖
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レクリエーション施設でございますが、アンケート結果からもわかる通り、スタッフの行き

届いたサービスで、顧客満足度が非常に高くなって、また SNS で情報発信を積極的に実施さ

れていること、さらにサービス向上で 80%以上の利用者アンケートで 4 点以上を獲得したこ

とから、A評価となりました。 

事務局からは以上でございます。 

委員長：ただいま地域援助型の報告はあったわけでございますけれども早速皆さんの意見をい

ただきたいと思います。 

先ほどもありました通り、A の評価と C の評価、それ以外のものが B というふうな整理の中

で、A と C のものがこの評価として、どうかといった点に絞ってご意見を頂戴できればと思

います。 

どなたからでも結構でございます。また今日は担当課さんも来ていただいておりますので、

運営につきましてのご質問や、表題についてのご質問があればご発言いただければと思いま

す。 

委員長：それでは A委員さんどうぞ。 

A 委員：基本的に、今年はコロナの関係と雪の関係があってそれは、そうなのですが、ただや

はり、避難訓練等がされていないということはこれだけ以前より同様なことを何度も言って

きているのに必ず、こういったことが起こってきている。今日、このＣになっている施設に

ついてはほとんどすべて避難訓練がなされていない、これについてもう少し直してほしいと

は思います。 

事務局：ヒアリングで確認しましたところ、言い訳になると思いますが、スタッフが入れ替わ

ったので、前任からそういったことを聞いていなかったということを申されたところがあり

ました。あとそれから、つくばね森林公園なのですが、山間部の施設になりましてクローズ

も早く、業者に依頼するのが遅れて間に合わなかったと仰っておられました。ただ、安全に

直結するところですので、しっかりとした指導をしていかないといけないと考えています。 

昨年度、管理割合はすべての施設で１００％でありましたので、私どもとしても大変ショッ

クを受けました。今まで言ってきたにも関わらず、なんでこんなに悪いのかというところが

ありますので、これにつきましては、当然今みたいな理由があったにせよ、きちんとやって

もらわないといけないと考えています。 

A 委員：ただ前の年がＡなりＢなり評価を受けながら、今年度単なる避難訓練をぬかっていた

だけでＣ評価とすること自体がおかしいと思います。管理者のトップの考えを変えさせない

といけないと思います。職員と行政とでいくら擦り合わせを行っていてもなかなか難しいこ

とだなと思います。 

E委員：避難訓練をやっておられたら、評価Ａになるのですよね。 

委員長：Ａになるかは分からないが、Ｂにはなるのではないかと思います。 

事務局：サービスで８０％に満たないのでＡにはなりません。 

委員長：Ａにはいかないが、Ｂに留まることはできたと思います。 

E委員：去年は国体とか頑張ってやっていたイメージだったが、それが避難訓練でいきなり       



5 
 

 Ｃというのはどうなのかと表を見て思いました。避難訓練と４文字で書いてあるが、スキー

場なんかは客側のことであったり、宿泊施設を含めての避難訓練となると小さい施設の避難

訓練とは規模が違ってくるのではないかと思います。避難訓練の企画についても火災、地震

なのか分かりませんが、施設の大小、特性すべてひっくるめて評価するのはどうなのかなと

思います。なにかガイドラインを整備して判断基準を明確化する必要があるのかなと思いま

す。 

A 委員：施設によってやり方は違うと思います。たいらスキー場については、峰とリフトがあ

りリフトの方はやっていて峰だけはやっていないといった状況であったのでそういった点

に関して、ガイドラインを作成して調整しないと毎年必ず避難訓練を実施しない施設が出て

くると思います。これだけ何年もやっていて、まだ実施しない施設が出てくる、それ自体が

疑問に思っています。だから今後のガイドラインを考えていかないといけないのではないか

と思い発言しました。 

委員長：事務局もこのあたりのことにつきましては十分斟酌してこの案を出されたのではない

かなというふうに思われるのですけどその点については、もう一つ付言していただければ、

と思います。 

事務局：避難訓練は消防法上必ずやらなければならないことになっています。どんな理由があ

るにせよ、やらないということは管理者としては不十分ということですので、単なる４文字

というよりはかなり重い４文字であると思います。昨年は避難訓練をやっていなかった施設

はなかったので話題にはなりませんでしたが、それまでこの議論はずっとあり、そういった

ことはこちらからも口酸っぱく言ってきたところであります。この４文字はかなり重たい４

文字であるといえると思います。 

E 委員：たかが避難訓練、適当でいいのだというわけではなくて、避難訓練にもぴんきりがあ

るということを言いたいのです。スキー場の避難訓練と小さな施設の避難訓練とは全然違う

という意味で言ったのです。 

事務局：宿泊施設に見合った避難訓練をやっていただければそれで十分ということだと思いま

す。 

委員長：C委員なにかありますか。 

C 委員：避難訓練の件で施設の方の避難訓練かなと思っていたのですけども、会場全体という

話になると大変だなと思います。 

添付１に入っているアンケートの方で温泉などはいいかなと思ったのですが、介護施設など

が課題かなと思いました。 

委員長：ではもうお一方だけご意見を頂戴して、はい D委員。 

D 委員：地域援助型に限った話ではなく全般的な話を申し上げますと、事業収支、指定管理に

ついては施設管理分というところがひとつ主なところになると思うのですが、片や自主事業

分というものもあって自主事業分の収支結果が大変な赤字になっていて施設管理分で黒字

になっても自主事業分で大幅な赤字ということになると経営全般のことを考えると非常に

まずい話だなと思います。そういったことがいくつかの施設で見受けられるので、やはり自

主事業の内容の精査というものをやってもらう必要があるのかなと思うのと、コロナの影響
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で、アウトドア、例えばキャンプがクローズアップされている状況でそれに乗じるわけでは

ないが、せっかくなので南砺市をＰＲするというところに重点を置くことが必要ではないか

と考えます。桂湖なんかはお客さんの評価が非常に高いのでこれをさらに高めるなどといっ

たこととかその他の施設についてももっとＰＲを重要視してやっていくべきではないかと

全般的に提案させていただきたいと思います。 

委員長：一番目の方は、認められた収支の中で、特に自主事業分の精査の件、それをもう少し

精密にやったほうがいいのではないかというご意見でございましょうか。 

特定の施設に対しての何か違和感など、ありましたでしょうか。 

D 委員：結構×印が多くて、中身を見ると結構大きく赤が出ているものもあります。施設管理

分自主事業分二つとも赤という場合もあるし、施設管理分で黒だったのに自主事業分でだい

ぶ黒を削っているところもあります。トータルの施設の運営を考えた場合にどうなのかなと

思いました。 

委員長：事務局に確認なのですが、指定管理の選定をする際に指定管理料と自主事業分という

ことで両方とも吟味をされて、それに基づいて選定をされているというような経緯という風

に捉えております。自主事業分は指定管理ではないから自主事業分の審査が甘いというよう

な、構造的なものはあるのでしょうか。 

事務局：そんなことはありません。トータルでやっております。 

委員長：トータルでやっている、自主事業の中身についても選定委員会の際に十分に精査をさ

れて、事業計画として出てきているということでよろしいでしょうか。 

事務局：はい。それと実際の申請の時は、こういう計画でと自主事業を提案されるんですけど、

実際に行う際は改めて市の担当課のほうへ協議という形で、こういう内容で自主事業をして

よろしいですかということで、その上で初めて認められた事業をやっているという状況です。

担当課の方でもその事業の内容だとか採算がとれるかどうかについて確認した上で自主事

業の方は行われております。 

委員長：そうしますと全体の施設管理分と自主事業分をプラスした中で認められた収支予算の

中で事業を展開しているとそういうことでございます。 

事務局：この後の議題にも関係してくるのですが、今仰られるような違和感は私どもも持って

おりまして、施設の管理をお願いしているところなので、自主事業、本来事業トータルして

少なくとも黒字になってもらわないとこれは施設の管理をお願いしている以上やっぱり問

題あるのではないかと思っております。今まで評価の基準がなんとなく納得いかないなとい

うのはあったかと思いますので、最後の項目でまたご協議をお願いしたいなと思っておりま

す。 

委員長：評価そのものから少しはなれるかもしれませんけども、もし事務局からなにか一言あ

りましたら。市の施設のＰＲのことについてもっと力点をおかなくてはいけないのではない

か、特にアウトドアについての南砺市の魅力を発信するということにもつながるというお話

でございましたが、どうでしょうか。 

事務局：評価項目の中にも、積極的な情報発信をしているかという項目を設けておりまして口
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を酸っぱくしてＳＮＳ例えば、Facebook・ホームページそういったことは積極的にやってほ

しいということは現場のほうでは言ってきております。その点、今申し上げたようなことを

頑張っておられる方につきましては、評価の方も当然二重丸ということになっております。 

委員長：そうした施設においては評価としても、PRということについては力点を置いた見方も

しているし、それも評価していくという体制だということが事務局の見解だということでご

ざいますね。何かこの点他にご意見ありますでしょうか。避難訓練ということにつきまして

重きを置いて評価Ｃということになったわけですが、この６か所につきまして、３か所がＣ、

一か所がＡという結果になりました。これにつきましていかがでございましょうか。どなた

かご意見がなければ、事務局案のとおりにこの施設援助型につきましてはこのとおりでよろ

しいでしょうか。 

 【異議なし】 

委員長：それでは事務局案どおりとさせていただきたいと思います。 

続きまして、第二番目の民間競合型施設でございますので、よろしくお願いいたします。 

事務局：それでは民間競合型施設に分類される施設につきまして説明します。施設数は全部で

９施設になります。こちらにつきましては、事業特性や立地条件から、民間事業者との競合に

も負けない高い収益性に繋がる運営が必要であること、またサービス向上に対する取り組みを

重視する施設となっています。重視している項目は、アの実績、ウのサービス向上となります。

事務局案ではＢ評価が８、Ｃ評価が１施設となりました。Ａ評価はございません。冒頭でもコ

ロナということを触れられましたが、コロナの影響が大きかったのがこの民間競合型となろう

と思います。こちらの施設についてはその実績を重視するということになっていますので、そ

ういったコロナの影響で×がついたかもしれない、そういった施設があったかもしれないとい

うことです。こちらにつきましては、施設管理の必須項目はすべて１００％を達成されました。

五箇山和紙の里、道の駅福光は評価が下がってＢとなっています。どちらも×はついていなか

ったのですが、道の駅福光においては情報発信について積極性が見られなかったこと、五箇山

和紙の里では職員研修などの資質向上に向けた取り組みに積極性が見られなかったこと、いず

れの施設につきましても共通してですが施設備品の更新計画を作成していないなどの部分が

見られまして、全体としてウのサービス向上において８０％を下回ったということから 1ラン

ク下がった評価となったものです。それからC評価となりました五箇山合掌の里でございます。

施設管理及び自主事業における事業収支実績で×が二つついてしまったこと、またポスターや

チラシなどの効果的な活用方法が見られなかったこと、そして施設、備品などの更新計画が作

成されていないなどサービス向上にむけた取り組みにおいて、積極性が見られなかったと判断

いたしまして、基準値である７０％を下回ったことからＣ評価となりました。事務局からは以

上です。 

委員長：それでは、これにつきましてまた、議論を進めたいと思います。意見をお願いします。 

B 委員：Ｃ評価については、先ほどお話があったように、そもそもきちんとやるべきことをや

っていないということなので仕方がないのかなと思います。思うのは担当の課の方はそうい

った指導はしないのでしょうか。この時点でやってないですねおわりということなのか避難

訓練などは事前にやっておくべきことで、それを確認する段階というのはないのでしょうか。
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というのが一つありまして、要は施設の管理そのものの問題でそこをやらないと他の箇所も

どうなのかという部分と、市の施設でお客さんがくる施設が避難訓練をやっていないという

ことそのものが許されるのか、「やっていないです」という報告でいいのでしょうか。そこ

で例えば担当課ですとか、そういうところは一切関与しないのでしょうか。その辺はいかが

でしょうか。 

委員長：それでは、担当課？事務局？ 

荒井観光施設係長：五箇山合掌の里を所管しております、交流観光まちづくり課荒井と申しま

す。 

 今言われた担当課からの指導のことなのですが、具体的な指導はしていないのですが、今後

はＣ評価がついたこともあり指導をしていきたいなと思います。 

事務局：指導していないということでしたが、私どもは毎年モニタリングに行っておりまして、

その都度避難訓練はしていますかと当然毎年言っているわけです。にもかかわらず、どうし

てこういったことになってしまったのか・・・。モニタリングは担当課も同席しています。

ただその後のフォローについては言われるとおりなので、市役所内部としても当然強化して

いかなくてはいけないというふうに思っております。 

B 委員：前回の時は備考か何かでもう少し後にやる予定でしたというものがあったかと思うの

ですが、今回かなり多いですよね。それでそのまま放置しているのか、項目としてやらない

ままでいいものではないと思うのですよね。それを１年間ある中でまったくやっていないと

いう状態をそのまま看過されている状態が続いていくのだろうか、モニタリングをしてもや

らないというのはなにか原因があるのか、たまたま今年１・３月でやろうとしていたらコロ

ナが来たとかそういったことなのか、それとも全体として緩くなってやらなくていいやとい

う雰囲気になっているのか急に増えたので不思議だなと思いました。 

事務局：前から隔年で避難訓練をやらなければ、Ｃになって次の年にやってみたいなことがあ

りました。今ここでＣ評価になっている施設は今年度中に必ず避難訓練をやります。やれば

来年はそこの部分は解消されるのです。しかし、昨年は管理部分１００％だったのが今年は

大きく増えました。自分も聞いたときかなりのショックを受けまして、来年は指定管理者を

集めた説明会で再度そういったことを周知する機会を設けて管理はきちんとやってくださ

いということをお願いしていきたいと思います。 

補足になりますが、指定管理者からは、毎月、月次報告という報告が上がってきています。

それと年間計画との突合せなどでやるはずでしたよね、やってないですねという確認は、も

しかしたらできるかなという風に思いますので、ここのあたりをまた内部の方で検討させて

いただこうと思います。 

委員長：期中の指導ということについて、有効性というかそれが問われるというものの、こち

らの場というのはやっぱり評価の場ございますので事実は事実として受止めざるを得ない

というのが評価委員会としてはあるように思います。ただし、座して見ているということは

困るということでございますので、担当課におかれましても、十分期中の業務に反映させて

いただきたいということでございます。後、コロナの影響についてのコメントもありました

が、同時にいかがでしょうか。 
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E 委員：最初にコロナはそんなに影響がないから考えないって言われましたね。合掌の里は×

がついた理由がお客さんの入りが前年比の７５％より低いということでＣ評価ということで

施設の人からしてみたらＣ評価というのは思うところがあると思うのですが、お客さんが減っ

たということにはコロナの影響があったのにそれが評価全体では考えないっていうことにつ

いて、私はモノによっては異なる部分もあるのかなと思うのですが、それでＣ評価をバーンと

付けちゃうっていうのは、どうなのかなと思いました。 

事務局：先ほども申し上げましたが、第二分類の種類の施設は実績が×というのは絶対ダメな

のです。この部分の人たちは確かにキャンセルがあったり、インバウンドが減ったり、影響

があることはモニタリングをしていてもあったかなと思うのですが、実績だけでＣがつくわ

けでもないのです。それプラスサービスのほうで評価が決まってきます。 

A 委員：合掌の里は、避難訓練はしっかりやっているが、結局自主事業で×がついていて、サ

ービスが７０％未満だからそういう意味なのでしょう。パーセンテージがこのままでいいの

かというのはあると思うのですが。先に D委員が言われていたが、事業収入や自主事業とい

った所が××でも後全部クリアしたらＢが獲得できるというものより、他がクリアされてい

ても金銭面がダメだった場合はＣぐらいいってもいいと思うのです。どうですか B委員。 

B 委員：疑問に思うのですが、７８ページの利用者アンケート上の項目はいいとして、下の自

由意見、全部の施設の中で自由意見がなかったのが五箇山合掌の里とたいらスキー場と福光

会館だけがなかったのです。もし自由意見があれば、そこからちょっとヒントが得られるの

ではないかとおもうのですが、ここになにもないっていうのが本当にそうなのかなっていう

ふうに疑問に思いました。 

事務局：アンケートにつきましては、こちらから各施設へアンケート用紙を配りまして、年明

けに回収しております。その内容をまた集計しましてそれぞれの５つの設問に対する集計結

果、それから、そこに書いてあった内容を提出いただいています。それを、提出いただいた

書類を見ますと何も書いてなかった、こちらから特に書いてなかったですかとは聞いていま

せんが、その書類を基にこの書類を作っています。 

B 委員：スキー場などならスキーしてすぐ帰るということも考えられるが、他の施設と比べて

も五箇山合掌の里だけが自由記入がないというのもどうかと思ったので言わせてもらいま

した。 

事務局：五箇山合掌の里はアンケートの数も１１件と非常に低いものしか報告されていません

でした。本当はもっとあるのかもしれませんが、そこまでは確認はしていない状況です。 

委員長：いかがでしょうか。コロナの影響の評価について。 

E 委員：そもそも２月以降で終盤だから、たとえコロナじゃなかったとしてもお客さん来たか

はわかりませんね。 

事務局：五箇山合掌の里について、正直影響はなかったのではないかという気はします。 

 ただ、コロナは影響ないとは思いますが、スキー場は暖冬の影響は大きいです。後、合掌の

里については冬季もコテージを利用できるように改修した後でしたのでこれからだってい

うときに、暖冬もあったのでコロナの影響か分かりませんが、集客を見込んでいたが、そん

なに集まらなかったというのはありました。 

E委員：機械的、ルールに従って評価に反映されてＢ、Ｃとなってくるのですよね。 
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事務局：そうですね。 

E委員：現実的な話とは別に機械的に判断するとそうなってしまうということなのですよね。 

事務局：今年度はやっぱりこういう考えでやりたいと考えています。ただ今年度の評価につい

ては１年の間影響を受けており、このことについては後程ご相談させていただきたいと思い

ます。 

委員長：先ほどから石﨑さんも言われていますが、資料３でございますか、そこのところの議

論で、先ほど E委員さんが言われたように本人の責任に帰すべきではないような理由で影響

を受けざるを得なかった点についてどういう評価をいたしていくかというのはこの委員会

としての見識を問われるかと思うのですが、その段階でご協議をさせていただこうというこ

とでよろしいでしょうか。 

 一般論としては、不可抗力免責事項などはいろいろな形で計画などにはあるものはあるので

すがこちらとしてはそういったルールを入れているわけではないものですから、この点につ

いて検討したものを発表いただくというものにしていただければと思います。ご意見他にな

いでしょうか。 

 なければ、この事務局案としてさせていただきたいと思いますがいかがでしょうか。よろし

いでしょうか。 

 はい。それでは事務局案のとおりということでよろしくお願いいたします。 

３番の公共機能保守型ということでよろしくお願いいたします。 

事務局：３番の公共機能保守型に分類される施設は全部で６施設になります。        

地域の公共機能を担保する目的であるため収益性は低く、立地条件も悪い事から比較的地域

住民の利用に主眼を置く施設でございます。利用者からのご意見を重視すべき施設であり、

エの利用者アンケートを重視項目として設定しております。内訳はＡ評価が２施設、Ｂが３

施設、Ｃが１施設となりました。Ｃとなったふれあい温泉センターゆ～楽ですが、施設管理

の必須項目において、避難訓練を実施せず、１００％を達成できなかったことによります。

ゆ～楽の指定管理者、ワーカーズコープさんからは今月１０月１日に避難訓練を実施したと

報告はありました。Ａ評価の井口デイサービスセンター、福光福祉の家光龍館はいずれも実

績において×がなく、エの利用者アンケートで４．５点と高い評価を得ており昨年に引き続

きＡ評価となりました。以上です。 

委員長：では、ご意見をいただきます。どなたからでも結構です。前田委員、いかかでしょう

か。 

C委員：読ませていただいて、これで大変結構だと思います。 

 

委員長：他にいかがでしょうか。なければ事務局案どおりということで。 

 それでは、事務局案どおりということでよろしくお願いします。 

 最後ですが、公共機能増進型の分類の評価につきまして事務方よりお願いします。 

事務局：４番の公共機能増進型に分類される施設は全部で２０施設あります。地域の公共機能

を担保する目的であり、収益性は低いです。利用者からの意見を重視しますが、立地条件は
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良く利用の拡大、増進を目指し、サービス向上の取り組みも重視する施設です。重視項目は

ウのサービス向上、エの利用者アンケートになります。事務局案ではＡ評価が１０施設、Ｂ

評価が９施設、Ｃ評価が１施設となりました。こちらも管理必須項目においては、すべての

施設で１００％を実施されております。内容ですが、井波社会体育館、園芸植物園及びいの

くちカイニョと椿の森公園、ヘリオスが評価を上げまして、昨年度ＣからＡ評価となりまし

た。これらの施設については、ホームページやＳＮＳによる最新情報の発信、利用者意見へ

の対応、地域住民との交流、朝礼や職員研修など社員教育の実施、などなど、サービス向上

において積極的な取組が見られました。それに呼応し利用者アンケートでも高い満足度を獲

得しています。サービス向上、利用者アンケートともに基準値を超えたことからＡ評価とな

ったものです。よいとこ井波でございますが昨年に続きＣ評価となっております。実績にお

いて、イベント開催などは例年どおり実施されていましたが、そば打ち体験事業と自主事業

の収支実績において、×が２つとなったこと、また広報活動や、職員の資質向上に向けた取

り組みにおいて、積極性が見られず、サービス向上において基準値である７０％を下回りま

した。これらの結果からよいとこ井波はＣ評価となっております。以上です。 

委員長：それではご意見を承ります。 

E 委員：３０番と３１番あずまだち高瀬とよいとこ井波のＢとＣの評価の違いについてなんで

すが×の数の違いなのでしょうか。でも、二重丸も２つあるしサービス向上の点数も高いの

ですけどどういう基準なのでしょうか。 

事務局：あずまだち高瀬は×が１個だからＣではないです。二重丸は関係ありません。×の数

によるというルールになります。 

委員長：他にご意見ございませんか。 

B 委員：意見ではなくて確認なのですが、２３３ページの高瀬コミュニティセンターの自主事

業分の記載がないのとＰ２３９にある指定管理者の意見「利用者の高齢化、団体の解散など

で利用者が減少してきている。自主事業の計画ができなかったこと、来期はもっとむずかし

い」とあるが、自主事業やってなかったわけですよね。なのに、２３７ページのイのサービ

ス向上の一番下に当初計画に提案された自主事業の箇所に暮らしの音色と雪つり講習会に

チェック入っていますが、これはどういうことなのでしょうか。やっているのか、確認がと

れているのかどうなのか。やってないのなら消しておかないといけないのかなと思いました。 

事務局：予算がなくて行う、事業だけ行うということはちょっと考えられない。予算がないと

いうのはあるかもしれないが今回の評価についてはどちらが正しいかは分かりません。 

B 委員：自主事業の計画ができなかったことというふうに書いてあったので少しそこが気にな

りました。 

事務局：サービス向上の評価項目の中に自主事業を積極的にしているかというところがある。 

A 委員：あずまだちの方が入館者は×じゃないか、入館者が×でサービス向上も７０％未満で

×なら×が２つでＣとなるのではないですか。 

事務局：アの方で×が２つとサービスが７０％未満ならＣになります。 

A委員：×１つだったら大丈夫ということですか。 
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事務局：違和感を抱かれるのは分かります。 

A委員：自主事業やっていないし、どっちかというと評価はＣでもいいように思います。 

 細かい話はまた次でいいですが今私はそう思いました。よいとこ井波は×がいっぱいついて

いるからもうどうにもならないことしているなと思います。 

B委員：いわゆる書面上の整合性をきちんと確認していただくということですね。とりあえず、

それは今すぐにできないわけですよね。これについてはちょっと保留します。 

委員長：よいとこ井波は連続Ｃなわけですが。 

A委員：これはそうとうきつくやらないといけないのでは。 

事務局：そもそもそういうところに任せておいていいのかというところもありますね。 

委員長：ご意見なければこれでよろしいですか。はい。 

 じゃあ、１件ちょっと今のところ保留ということでございますが、その他につきましては原

案どおりということでやらせていただければというふうに思います。それではですね、今回

４施設分類が終わったわけですが、また公表ということになりますが、この公表手順につき

まして説明をお願いします。 

事務局：今回審議をいただきまして、Ｃ評価となった施設それから再確認をしなければいけな

い施設これらに対しましては、今後、改善勧告を送付して、次回の評価委員会でその改善状

況を報告いたします。併せて期末の純資産が－、または資本欠損となっている施設につきま

しては、経営改善計画の提出を求めまして次回の評価委員会で同じく報告させていただきま

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、修正点や追加等がございました

ら１２月末までに事務局へ連絡をください。いただいたご意見につきましては、次回評価委

員会までに追加修正いたします。次回の評価委員会でのモニタリングの最終結果を確定させ

ていただきまして、そののち結果の公表を行う予定でございます。 

委員長：最後保留にいたしましたものについては、整合性を書面上で確認して最終的にＢ評価

がＣ評価にひっくりかえる可能性はありますよね。それはどう確認しますか。 

事務局：確認させていただいて、次回の資料をお送りする際は資料を付けさせていただきます。 

委員長：公表は、整合性を確認してＢであればそのままでいいと、ただしＣになった場合には

例えば１月ごろになるということはあるのでしょうか。 

事務局：次回の会議の後にさせていただきます。 

委員長：次回の確認で間に合うと、そういうことですね。そういうふうにさせていただきます

のでご確認をお願いいたします。それでは次の議題に参りたいという風に思います。評価判

定の見直しにつきまして、やってまいりたいと思います。それでは事務局からの説明をお願

いします 

事務局：はい。行革施設管理課の中島と申します。よろしくお願いいたします。それぞれ資料

３、評価判定の見直しについて説明させていただきます。先ほどからも評価判定につきまし

て、違和感があるというお話がございました。現状のどこに違和感があるかを分析いたしま

して、アの実績のところが特に違和感があるというお話でしたので、現況どういう風に評価
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しているのかといったお話と、それをどう変えればいいかというお話をさせていただきたい

と思います。現行の評価判定というところなのですが、利用実績につきましては３ヵ年の平

均を評価していることから、今回コロナの影響があまりないのではないかということで、今

回評価を進めさせていただいているところで、下にあります例につきましては、このように

イベント利用件数、よいとこ井波のものを例に入れてあります。３つ利用実績を並べてある

のですけども、２ヵ年分の評価の平均をとって計算をしております。その他の施設につきま

しても利用実績につきまして３ヵ年のものについては３ヵ年の平均というもので評価〇、×、

△、◎を付けているところでございます。事業収支につきましては、施設管理分、自主事業

分の趣旨について指定管理料を含めた剰余金額の計画差を評価するということにしており

まして、評価項目は最後の３ヵ年並べてありますが、最後のもので評価をしているところで

ございます。これにつきまして違和感があるというお話で次ページにおいてこのように変え

れば違和感が解消されるのではないかというふうに考えて今回案を提示させていただきま

した。やり方といたしましては、３ヵ年というのは見るのですけれども、計画比でどうであ

ったか自分たちが目標としたものに対してどうであったかというところと、前年の実績に対

しましてどうがんばったかというところを見たいと思っています。この中で、実績の中で利

用実績につきましては、利用者数というのは必須指標として、やはり利用していただくこと

が大事だということで必須として、その他にいくつか資料をつけていただくことを考えてお

ります。事業収支につきましては下段のほうになりますけれども、同じように、計画比と前

年実績比をみていきたいと考えて提示しました。最終的に、先ほど D委員さんからもご指摘

のありました、トータルでプラスにすべきではないか、それが評価につながるのではないか

というお話もございましたけれども、一番下段の方のほうにございます施設管理分と自主事

業分の剰余金額合計というもの、これが０以上になっているかというものとマイナスになっ

ているかというものを判定して、それを評価の中に入れ込みたいと考えて今回お出ししたと

ころでございます。コロナの影響を先ほどからも何回も出ているところなのですけども、コ

ロナの影響につきましても、今年の分の評価というものは来年するのですけども、今回と同

じ評価方法になりますので、その次の段階でコロナからどう回復したかというものを前年実

績というものでみられるのではないかと思います。次のページでございますけれども、評価

の見直しとはちょっと離れるのですが指定管理者へのコロナ禍対応といたしまして、市では

４つほど対応いたしております。令和元年度分評価自体にはそう影響はないかというふうに

考えておりましたが元年度分 2月 3月分につきましては、機会損失というのがございまして、

産業系以外の指定管理施設につきましては、キャンセルとなった分につきまして精算させて

いいただいているところでございます。それと、コロナ対応費用の精算についてということ

で、新しい生活様式、三密回避、手洗い消毒、マスク、ソーシャルディスタンスなどの費用

が発生するということが想定されていることから、それらの費用につきましては、年度末に

精算したいというふうに今考えております。下段の方になりますと、休館要請期間中の協力

金というものを、今現在やっているところでございまして、４月５月につきまして、政府の

緊急事態宣言を受けまして、南砺市の公共施設も休館しておりました。その分につきまして、

昨年の利用状況であるとか固定費であるとかそういうものを加味しまして、協力金として、

コロナから立ち上がっていただく糧にしていただきたいということで、今現在取り組んでい
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るところでございます。以上でございます。 

事務局：これは決定というわけではなくて、次回に正式なものとして出したいと考えておりま

すが、これ以外にこんなものを考慮すべきであるということがあればお聞かせいただきたい

なと思います。基本的に本年度、来年度評価するにあたっては、実績というものを評価にい

れるのはきびしいかなと思います。普段の管理部門であるとかサービス向上の部分はお金、

利用人数に関わりなく、当然評価させていただいて、実績の部分につきましては今言ったよ

うにコロナの影響もありますので、収支については支援をしますので、それでなんとか黒字

にならないかなと思いますが利用者数についてはちょっと評価することはできないだろう

なと思います。 

委員長：議論の進め方についてなのですが、後段説明されました指定管理者へのコロナ禍対応

の中で市の対応を４つ説明いただいたのですけども、これについては、私の方からご意見を

することは必ずしもあたらないことで、感想をのべるということでよろしいでしょうか。い

わゆる、コロナに対しての市のとられている対応以外にもまたこういう指摘があるのではな

いかということを話していただくとそういった趣旨で説明いただいたとそういうことです

よね。 

事務局：指定管理者さんへの支援として市はこういったことを考えているという説明をさせて

いただいたということです。 

委員長：来年の評価になるのですけれども、その精算金等を加味したものが結局数字になって

くるということで、それを前年と対比するっていうベースの数字になるということですか。 

事務局：新しい評価方法については、まだ決定しておりませんので、今年度の評価には当然で

きない、4 年度からこの評価方法でやりたいとご理解いただければと思います。内容が決ま

れば指定管理者の皆さまに評価方法について説明をした上で推進していこうと考えていま

す。 

委員長：今おっしゃられたことにつきましては、なにかお気づきのことにつきましては、ご意

見をいただくということで最初の方に戻りますが、評価判定の見直しにつきましては様々な

昨年来の議論があったわけですが、ご意見を頂戴させていただきます。 

B 委員：自主事業の分、一番下については、見直しについて、これは１つかなと思います。な

んとなくですが、利用者数を必須にして利用者数がはっきりしていない施設はどうするのだ

ろうと思いました。もともと把握できない施設についてはどうするのだろうというのはうっ

すらとあります。そこが少し気になります。コロナの影響があって前年比で比べにくいとい

うのがありますが、コロナの前から景気は悪いですよ。不動産のほうでも話題になっていて

１０月から景気はだいぶ落ちていて色んな業界で売り上げが下がっています。もともと南砺

市、施設をだんだん減っているところもあって、コロナの影響がどの部分なのか分からない

状況になっています。全部コロナにしちゃうとコロナ対策ですね、対応の部分が協力金など

でバックアップした後、それがなくなった後のことを考えておかないと、評価の時にコロナ

が過ぎ去ったあとはすべてもとに戻るかというとそういうこともないので、後のことも考え

ておかないとひどいことになる可能性があるかなという風に思います。要はどこと比較する

かという問題ですね。コロナ前と比較してもかなり下がる可能性があると思います。どこと

比較することになるのか、今後はということを考えておいた方がいいのかなと思います。 
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委員長：今のご意見は、評価をするということの妥当性において、ちょっと違和感があるとい

うことですか。 

B 委員：見直し自体はいいと思いますが、どことの比較という話になるとコロナ前との比較に

なっても困るし、コロナでガクッと落ちたところと比べても困るし、何年か続くと思うので

すよね。それも見越して、〇×を考えていかないと、コロナ前からの景気減退をコロナのせ

いにしているところ結構たくさんあると思うのですよね。コロナ対応で補助金とか貰ってな

んとかやってきたけど、この後続くどうか分からないですね。元に戻らないときはどこと比

較ですか、ということですね。当初計画との比較というのはありましたが、当初計画の見込

みって非常に難しいですよね。それを指定管理者の責任でというのも非常に難しくなるので、

今後×××となる可能性も十分あります。それも見越しておかないといけないのかな。何と

比較するのか、ということです。 

委員長：今出た意見についてどうですか、A委員。 

A 委員：比較対象が中々むずかしいと思います。だから違和感を抱くのかなと思いました。今

言われた段階的なものがどこでどういうふうにステップ的に見直しをかけることなどは今

後やはりもっともっと早いスピードでやっていかないとコロナだけじゃないものがあるの

ではないかなと思います。大変でしょうけども、そこら辺の見極めをどうするかっていうの

を考えていかないといけないかなと思います。 

委員長：E委員お願いします。 

E 委員：基本的に対計画比で評価しているのですよね。２番目の見直し案ですね。当該年度の

対計画比を評価するのですよね。計画にたいしてどうだったかを評価しているのですよね。

その計画値が適切かどうかというのは、判断は選定委員会で行うということですよね。そこ

らへんが、計画はあくまで計画なのでなんだかファジーな感じがして、それに対して評価ま

でするというのは、なんだかボヤっとしたものに対して比較をして評価をしていくのは難し

いなと思いました。前年実績に対する今年度実績ははっきりするじゃないですか。それに対

して計画値というのは、少し、もやっとするなという気がしました。色々課題が出てくるの

ではないかと思います。 

事務局：指定管理者による計画の提案の妥当性についてなのですが、選定をする際には計画を

基に選定をするわけで、ファジーな計画を出してもらったら、私どもからすれば選定をして

いるわけですからいい加減な計画だったと評価の折に言われるのは困りますので、基本的に

は計画値は提案いただいた額とさせていただきたいと思います。実績という評価はいままで

なかったため、当然実績を見る部分もこれから必要だろうと思います。その項目については

追加をさせていただこうと思います。計画は達成できなかったけれども前年度よりよかった

からＡ評価にしようといった仕組みになればいいかなと思います。 

E 委員：指定管理を取りに来るときに、わざと計画を低く持ってきて、評価のことを考えて出

す人はいないと思うので、一生懸命がんばりますと背伸びしすぎた計画というのもあるから、

その結果は結果的に評価されないということになってきますよね。 

事務局：評価が悪くなるということですね。 
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E 委員：取りたいがために頑張った計画値でだして、取ったはいいが、評価はダメでＣばっか

りで、ということになりかねないと思います。 

委員長：まあ、そういうこともありますよね。 

事務局：それはありますが、当然それは競争で取っている場合もありますし、その計画が全く

違っていると言ってもらっても私どもとしては困るということでございます。 

委員長：重要な論点っていうのは、例えば昨年ですね、道路が寸断されて、当初想定した経営

環境ではない形でやったときに、実績を測る物差しがなかったものだから、結局事務局にお

いて運用面でＣならＣで伝えはしなかったという形になりました。今回のコロナの対応につ

きましても、言ってみればその不可抗力、本人の責任に、帰せざるを得ない場合とそうでな

い場合がある。そうでない場合が今回あったわけですから、そのことについてどういう物差

しでこれをどう適正に評価するか。まず、中島さんからご説明があったように、金額的な計

画との差異については、やめることによってかからなかった費用は費用として精査するし、

またその機会損失があったものについて、これはそれで認めるし、差額について、プラスと

かマイナスについての金額でやりとりをするという、きめ細かな対応は一応金額面において

はされるということです。しかし、評価の面になりますと、計画だとか対比だとかやや機械

的になりまして、当初想定されていないものという軸がそこではないものだから、そういう

ケースについて、どういう形式で評価としてこの委員会の結論として出すかということにつ

いては何か準備しておかないといけないかなと思うのとそういうことがあるということを、

皆さんに通知しておかないとあかんということもまた言えるのではないかと思います。とい

うのは私の感想だったのですが。 

事務局：当然かなり影響を受けておられる、特に観光系の施設については９月末までの実績を

もとめようかと思っています。その上でこの後対応をどうするかについて、市役所の中でも

検討していきたいと思っています。そういった数字を見て考えたいと思います。今仰られた

ように基準がないというのはその通りなので、正直に申し上げて次年度の数字の実績による

評価はもうできないという結論にならざるを得ないのかなと正直思っておりますが、それは

事務局の考えだけであってそれについては皆さまのなかで考えていただければと思います。 

委員長：大変率直なお話がありましたが、この点について皆さんのご意見をいただいておこう

かと思います。 

B：先を考えておくのは大事なことだと思います。この後、波乱含みというか時代はどんどん

先を行っているので、その対応は考えておいたほうがいいと思います。あと、事後的な評価

方法の変更というのはあまりいいことなのかわかりません。評価委員会の評価をするところ

なので評価をしてみたら、×××となるかもしれない、×出たけれどよかったことにします

よ、などそういったことができる裁量があるのかも含めて検討したほうがいいのではないか

と思います。 

委員長：非常に良いご指摘だと思います。D委員さんどう思いますか。 

D委員：特にありません。 

委員長：前田委員。 
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前田委員：特にありません。 

D 委員：評価の見直しの話はいろいろと考えられた結果としてよいと思うのですが、当初計画

は毎年度だしてもらっているのですよね。 

事務局：当初計画というのは提案書に書いてある数字です。 

D委員：単年度契約のものなら毎年ということだよね。 

事務局：それはその通りです。 

D委員：３年間の契約期間なら３年分まとめて提出するということですか。 

事務局：３年、５年、１年の契約期間のものがあり３年５年ならそれぞれ３ヵ年、５ヵ年計画

平均が成り立つのですが、１年のものは成り立たないわけです。過去の比較というのは難し

く、単年度でしか評価できない場合もあります。 

D 委員：その話はその話でいいのですが、今更ながらの話で、２ページにある消費税があがっ

たのは去年の１０月だよね。単純に思うのですが収支計画なんかは平成３０年度と令和元年

度がそれぞれ同じ数字が上がっているがこれってどうなのかと今更ながら思うのですが。そ

ういうところの精査というのはもうちょっと早い段階でしておかないといけない部分なの

かなと思います。 

委員長：確認なのですが、今ほどのご指摘は、例えば５年のものを選定委員会に計画を提出さ

れて、採択を受けたとすれば、その時に出された５年間のものがそれぞれの個々の実施計画

ということになって、変えられていないわけですよね。 

事務局：はい。そうです。 

委員長：４年目であれば４年前の立てた計画に対してどうかということを問われるということ

になっているというわけですね。 

D委員：消費税が８％から１０％っていうのはずいぶん前から言われていたことでもあるので、

契約の年度によって左右されるのでしょうが、大きな社会的現状の変更といったことを考え

るとこういったところはもう少ししっかり見ていかないといけないと思います。 

委員長：それは、ご指摘のとおりアジャストしていかないといけないことかもしれません。税

の部分は出しなおして当初計画にするということは理屈上そのとおりですよね。 

事務局：金額的なものはもちろんそのとおりにしているのですが、利用人数の計画の見直しま

ではやっていないのは事実です。 

B 委員：シビアなことを言えば、今の消費税もさることながら、今回のコロナの影響も当然あ

るわけで、来年度以降もなんらかの影響が多分にあると思うので、そのへんは考慮し、よく

目を光らせておくべきなのかなと思います。 

委員長：皆さんこれでよろしいですか。 

  今ほどの資料３の説明につきまして、いろいろと議論をいただいた訳でございますが、と 

りあえずこれでよろしいですか。採択を得るということでよろしいですか。 

事務局：次回もっとしっかりした形で出させていただきます。 
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委員長：これはこれで議論したということでよろしいでしょうか。 

事務局：今日あった話に沿って準備させていただきます。 

事務局：さっき、ちょっとアンケートのことでもう一点あったんですけど、アンケートを重視

項目にしながら、件数が少ないというのはちょっとどうなのかということで、D 委員さんから

言われたことですが、私としてもそこは感じましたので、現在は１０件以上じゃないとだめと

言っていますが１０件がいいのか３０件がいいのか、利用人数の１割くらいないとだめなのか、

そういった基準がないとだめなのかなと思いました。次回、また提案させていただければ、と

思います。 

委員長：その他、全般ございませんでしょうか。それじゃ、いろいろと積み残しもございます

けども、次回までのご報告やらということで、またご議論いただくこともまた、それぞれで

温めていただいて、次回の時にまたいろいろとご議論をいただければと思っております。以

上で議事は終了いたしましたけども、その他につきまして、事務局からございましたら、よ

ろしくお願いいたします。 

事務局：次回の評価委員会でございますが、来年１月中に開催したいと思っております。改め

てご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。内容につきましては、今回

ご指摘いただきました確認事項等含めてご報告するとともに運用指針の改正等につきまし

ても、またご教授を賜りたいと思っております。評価方法の見直しについても引き続きご意

見等いただけましたら幸いに存じます。事務局からは以上です。 

委員長：はい。すべての議事を終わらせていただきたいと思います。それでは、後の進行は事

務局のほうでよろしくお願いいたします。 

事務局：委員の皆さまには貴重なご意見を多くいただきまして、ありがとうございました。最

後に上口総務部長より挨拶を申し上げます。 

上口総務部長：長時間に渡って貴重なご意見ありがとうございました。私が少し感じたことを

お話させていただきたいと思います。まず、昨年度の評価につきまして、私も非常に残念で

した。これだけきちんとやらなければいけないことができていないことは、単なる指定管理

者ばかりの責任ではなくて、担当課の監督指導する責任もありますので、このあたりを徹底

してそれ以外のところで貴重なご意見をいただく場にしたいと思っていますし、この評価委

員会がやっぱり次に繋げていく重要な位置づけであるということを再確認していきたいな

と思います。評価の見直しについて、なにかにつけコロナのせいにしていてもだめですし、

B 委員からもご意見いただきましたがやはりどこで収束するか、感染拡大前に戻らないかも

しれないかつ、管理者がやる気をだせるような的確な評価方法ができていくか、管理者の皆

さまも気にしていらっしゃいますので、その辺は、ある程度聞き取りだったり頑張りを評価

できるような仕組みだったり、何年かけて以前の水準にもどしていくかというのが課題かな

と思います。今年の評価については、Ｃ評価になるＡ評価からＢ評価になることについては

もう少しバックデータも出しながら評価をいただくほうがいいのかなと感じましたので直

せる点から直していければいいのかなと思います。次回もありますので、今後もご指導いた

だければと思います。本日はありがとうございました。 

事務局：それでは、以上をもちまして、指定管理者評価委員会を閉めさせていただきます。本
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日はありがとうございました。 

 


