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平成２７年度 第２回四街道市指定管理者選定評価委員会 

（福祉施設等合議体）会議概要 

 

開催日時  平成２７年７月３０日（木）１３：００～１７：００ 

開催場所  四街道市役所 本館３階 第２委員会室 

出席委員  石村委員（会長）、幸田委員（副会長）、後藤委員、大塚委員、中津川委員 

欠席委員  なし 

事務局   行革推進課：小出課長、濱田主幹、安永主査補、小安副主査 

説明者   福祉政策課：安井課長、川田副主幹 

      障害者支援課：吉橋課長、岡田副主幹 

      こども保育課：山﨑主幹 

開催形態  公開 

傍聴者   ０人 

 

会議概要 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 副市長あいさつ 

４ 諮問（指定管理者評価依頼書により諮問） 

５ 議事録署名人の選出（大塚委員・中津川委員を指名） 

６ 指定管理者評価方法及び評価基準等について 

７ 議題 

⑴ 平成２６年度に実施された指定管理者による施設管理状況の評価 

① 四街道市国民保養センター鹿島荘 

② 四街道市総合福祉センター及び南部総合福祉センターわろうべの里 

③ 四街道市福祉作業所 

⑵ 平成２６年度に実施された指定管理者による施設管理状況の評価に係る答申（案） 

① 四街道市国民保養センター鹿島荘 

② 四街道市総合福祉センター及び南部総合福祉センターわろうべの里 

③ 四街道市福祉作業所 

８ 答申（指定管理者評価結果通知書により答申） 

９ その他 

１０ 閉会 
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委員意見等 

・指定管理者評価方法及び評価基準等について 

[事務局] 

 資料説明 

[石村会長] 

 事務局からの説明に対して意見等あるか。 

[大塚委員] 

 具体的な評価に入る前に、各施設の評価資料 3（指定管理業務の執行状況）の内容について確

認したい。本資料には、指定管理事業の達成状況に関する「指定管理者の評価」と「施設所管課

の評価」が記載されているが、双方の判定や施設間の評価の結果に差異が見られる。判定・評価

の基準に問題はないのか。 

[事務局] 

 評価資料中に記載のとおり、協定書等の水準に照らして、指定管理者と施設所管課が各々評価

するよう定めており、基準自体は平準化されているため問題はないと考えている。 

[大塚委員] 

 そうであるならば、双方の判定に著しい隔たりが生じる（指定管理者の評価は「A」、施設所管

課の評価は「B」という項目が多く見られる）のは変ではないか。また、施設間でも評価が異なる

（国民保養センター鹿島荘や総合福祉センターには「A」の項目があるのに対し、福祉作業所には

「A」の項目が 1つもない）点に違和感を覚える。 

[幸田委員] 

 施設間の評価の差異については、各々の施設の性質によるところが大きいと考える。福祉作業

所については、知的障害者の方の職業訓練等を目的としていることから、不特定多数の利用者を

対象とする他の施設のように、利用者の増加に向けた積極的な活動・取組が直接結果（数字）に

表れにくい一面があり、統一的な基準の中では加点が難しいものと思われる。本施設に関しては

協定書等の水準どおり管理運営されていることが重要な成果であり、「B」という評価であっても

問題はないのではないか。 

[大塚委員] 

 指定管理者が「A」と評価している項目の中で、施設所管課が「B」と評価しているものについ

ては、どのように理解したらよいか。具体的には、指定管理者が精一杯努力した結果「施設所管

課が期待する水準まで達していない」という意味なのか、それとも「施設所管課が期待する水準

を超えて更なる取組を促したい」という意味なのか。また、事後評価を行うに当たって、相互の

共通理解が図られているのか疑問であり、根本的な部分が曖昧な印象を受ける。 
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[後藤委員] 

 大塚委員の意見に同感であり、判定・評価の基準に改善の余地があると思う。また、判定根拠

についても、より詳細な説明を求めたいところである。 

[事務局] 

 誤解がないよう確認するが、各項目における「B」という判定は、「協定書等の基準に照らして

その水準どおり」という意味であり、マイナスの評価ではない。また、「A」という判定は、その

水準を上回る内容に対しての加点評価となっている。本資料には、評価の妥当性を確保するため

指定管理者と施設所管課の双方の評価結果を記載しているが、これらを参考に第三者として客観

的な立場から評価を行って頂くのが本委員会の目的となる。指定管理者の評価は様々だが、施設

所管課の評価については一定の基準のもとで平準化が図られている。 

[大塚委員] 

 一旦了解した。 

[石村会長] 

他に意見等なければ、事務局からの説明のとおり審査を進めることとし、議題に入る。 

 

・議題 ⑴ 平成２６年度に実施された指定管理者による施設管理状況の評価 

① 四街道市国民保養センター鹿島荘 

[福祉政策課] 

資料説明 

[石村会長] 

 施設所管課からの説明に対して意見等あるか。 

[幸田委員] 

 評価資料 2（指定管理者の収支状況過年度比較表）について、「諸経費」の考え方に関して説明

を補足してほしい。 

[福祉政策課] 

 諸経費は、法人運営における諸事務（総務部門）の間接的な経費であり、他の指定管理事業と

按分し算出した金額が計上されている。指定管理事業に関連した法人のいわゆる「本体経費」で

ある。 

[幸田委員] 

 支出科目に「人件費」の記載があり、諸経費の内訳にも「人件費」が含まれている。重複はし

ていないか。 
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[福祉政策課] 

 支出科目に記載されている「人件費」は、施設に配置している人員への直接的な経費であり、

先に説明した総務部門の間接的な経費とは重複しない。 

[幸田委員] 

 他の施設（総合福祉センター・福祉作業所）の評価資料 2には、支出科目に「諸経費」の記載

がないが、違いは何か。 

[福祉政策課] 

 今回のケースでは、「財団法人四街道市地域振興財団」と「社会福祉法人四街道市社会福祉協議

会」の違いとなるが、各団体における会計基準（考え方）の相違によるものである。 

[大塚委員] 

 評価資料 2のグラフについて、以前にも指摘したがモノクロ印刷のため区別がつかない。改善

を要望したい。 

[事務局] 

 事務局の対応が不十分であったことが原因であり、次回に向けて改善を図りたい。 

[中津川委員] 

 評価資料 3の経営努力（サービスの向上）について、利用者に対するアンケート等は実施して

いるのか。 

[福祉政策課] 

 ボックス回収式のアンケートを実施しており、その結果は概ね良好である。 

[大塚委員] 

 地域性（立地）や男女間での利用差など、利用の公平性は確保されているか。単に年間利用者

数が増えれば良いというものではなく、具体的な分析・研究の結果を明らかにした上で、今後の

方向性（施設所管課の評価）を示してほしい。 

[中津川委員] 

 評価資料全般に関して、数値的な結果に基づく「経理」報告が中心となっているが、そこから

何を読み取り、どのように対応していくのか、「管理会計」の視点が欠けていると思われる。今後

施設の管理運営状況を適切に評価していくためには、この点を踏まえた対応が必要である。 

[後藤委員] 

 国民保養センター鹿島荘におけるエネルギー効率の観点から、クリーンセンターの温水供給能

力を伺いたい。 

[福祉政策課] 
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 クリーンセンターには毎時 30.85㎥の温水供給能力があり、一旦 2㎥の送湯タンクに貯めた上

で本施設まで温水の供給を行っている。本施設の貯湯槽では、夏場で 60℃～62℃程度、冬場で 48℃

～55℃程度の温度で温水の供給を受けており、レジオネラ菌対策（義務）のため、再度 60℃以上

に沸かし直した温水を一般の利用に供している。なお、このシステムによる給湯時間は、小浴槽

で約 1時間、大浴場で約 3時間となっている。 

[後藤委員] 

 一般家庭の浴槽（0.45㎥）と比較しても、給湯効率が悪いのではないか。 

[福祉政策課] 

 40年前（施設設置当初から）の設備であるため、やむを得ないところがある。 

[石村会長] 

 委員各位からの意見には、本施設（事業）の必要性に関する内容も含まれているように感じる

が、年間利用者数は増加傾向となっており、昨年度は過去最多という実績をあげている。本議題

とは別な議論となるが、早急な廃止に向けた市の政策的な判断は難しいものと思われる。 

[後藤委員] 

 評価資料 2の「人件費」について、前年度（25年度）から約 100万円の削減が図られているが

人員の配置数に変化が見られないのはなぜか。また、意見であるが、利用者数が増える中、十分

な管理運営経費を確保するために、受益者負担の見直しについて検討してもらいたいと思う。 

[石村委員] 

 加えて確認するが、会議の冒頭で大塚委員より質問があったことについて、指定管理者と施設

所管課の評価の結果に差異が生じていることをどのように捉えているか。 

[福祉政策課] 

 指定管理者の評価はあくまでも自己評価であり判定が甘くなりやすい。一方、施設所管課の評

価は協定書等の基準に照らした結果で評価するため判定が辛くなりやすい。このことから、本委

員会において客観的・中立的な立場から改めて判定を行って頂くことで、より適切な評価が行わ

れるものと考えている。 

[大塚委員] 

 民間では、自己評価により判定が甘くなる場合には誤りを指摘し、どのようにしたら良い判定

が得られるか指導することで業務水準の向上を図っている。事務局からの説明では、「B」という

判定は、「協定書等の基準に照らしてその水準どおり」という意味であり、マイナスの評価ではな

いという内容であったが、水準どおりであればそれでよいという市の考え方は間違っていると思

う。指定管理者に対する評価が、今後の施設の管理運営をより良い方向へ導いていくためのプロ

セスとするならば、その考え方を改める必要がある。 
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[中津川委員] 

 民間の場合には、指摘のような改善や取組に対してバック（給与やボーナスなど）があるが、

行政には同様の人事体系や評価体系が整備されていないため、単に業務の水準のみを引き上げて

いくことは難しいと思う。 

[福祉政策課] 

 指定管理者からは、指定管理料が縮減傾向にある中でも、施設の老朽化への対応など業務量が

増えており、これ以上の負担は指定管理業務の継続に支障をきたすとの声も出ていることから、

加減が難しい。 

[後藤委員] 

 そうであっても、伝えなければならないことは厳しいことでも伝えるべき。そうでないと税金

の垂れ流しになってしまう。 

[中津川委員] 

 行政と民間のいずれの体系を持ち込むのかという問題だと思うが、そのバランスが難しいのは

事実である。別件だが、事業報告書の内容に誤りと思われる箇所が多々あり正確性を求めたい。 

[幸田委員] 

 結局のところ、細かい部分において施設所管課の確認・指導が不十分であるという印象は否め

ない。多忙の中にあっても、もう少し丁寧な対応が必要と思われる。 

[福祉政策課] 

 今後、適切に対応していく。 

[幸田委員] 

 評価資料 2の「人件費」の削減に関して、先の後藤委員の質問に回答していない部分があると

思うが如何か。 

[福祉政策課] 

 前年度（25年度）から約 100万円の削減が図られた要因としては、人事異動により配置職員を

若年者に替えたことによるものとなる。そのため、人員の配置数には変化が生じていない。 

[幸田委員] 

 先の指定管理者と施設所管課の評価結果の差異については、「判定基準の理解の仕方」が十分で

ないということに尽きると思う。そのため、施設所管課から説明があった「指定管理業務の継続

に支障をきたす」という内容とは全く関係ない。指定管理者制度を継続していく上で、様々な制

約から業務の水準を上げ続けていくことは不可能であり、「水準どおり」を一定の成果とする市の

考え方にも理解を示すところである。他の合議体でも同様な評価の内容となっているのか。 

[事務局] 
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 概ね同様の評価の内容となっている。また、本評価資料による判定等については、これまでも

改善を重ねてきたところであるが、今後に向けて更なる検討を行っていく。 

[幸田委員] 

 最後になるが、年間利用者数が増加した主な理由は何か。 

[福祉政策課] 

 季節の湯の回数を増やしたことや自主事業としてヨガ教室を開催したことなどが挙げられる。

また、口コミによる浴室の利用が増えており、市バスによる送迎も行った。 

[石村会長] 

他に意見等なければ、四街道市国民保養センター鹿島荘の指定管理者の評価に関する質疑は終

了する。 

 

② 四街道市総合福祉センター及び南部総合福祉センターわろうべの里 

[福祉政策課] 

 資料説明 

[石村会長] 

 施設所管課からの説明に対して、意見等あるか。 

[大塚委員] 

 年間利用者数のカウントは、どのように行っているのか。 

[福祉政策課] 

 団体利用の場合には、具体的な人数を把握しているため、その積み上げによりカウントを行っ

ている。また、個人利用の場合には、特定のものを利用する際の申請書によりカウントを行って

いるが、それ以外の自由な利用（本のひろばやフリースペースなど）については、職員の目視に

よりカウントを行っている。 

[大塚委員] 

 職員の目視によるカウントは、正確性に欠けるのではないか。 

[福祉政策課] 

 正確性という点では、指摘のとおり 100％の精度とは言えない。そのため、評価資料 1（利用状

況過年度比較表）に記載の年間利用者数は、実数以下の数字ということになる。 

[大塚委員] 

 スケールメリットや費用対効果の分析等を行う上で、年間利用者数のカウントは重要な意味を

持つものと考える。難しいこととは思うが、より正確なカウントの方法について、検討してほし
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いと思うが如何か。 

[福祉政策課] 

 入場ゲート（機械式）を設置するなどの設備投資や同一の利用者による複数入場のカウントの

取り扱いなど、整理すべき課題が多々あるため、十分な研究が必要になるものと考える。 

[大塚委員] 

 収支バランス等を検討する上でも重要な数字となるため、かなり難しい問題であることは理解

しているが、敢えて要望したい。 

[幸田委員] 

 評価資料 2について、支出科目に記載されている「指定管理料返還金支出」とは、どのような

内容のものなのか。 

[福祉政策課] 

 指定管理者（四街道市社会福祉協議会）における平成 24年度以降の国税申告の内容に修正（消

費税の一部が免除になり還付）があったことから、不要額について市へ返還金が生じたものであ

り、平成 26年度中に指定管理料の変更に関する協定を締結し処理したものである。 

[幸田委員] 

 国税の修正申告により発生した還付金を、平成 26年度の指定管理事業の収支の中で調整したと

いう内容で理解してよいか。 

[福祉政策課] 

 そのとおりである。 

[後藤委員] 

 総合福祉センターでは、年間利用者数が増加した一方で、1日当たり平均利用者数が減少して

いる。何か要因があったのか。 

[福祉政策課] 

 開館日数の拡大によるものと考えており、年間利用者数の増加率に比して、開館日数の増加率

が高かったという内容で、特段の問題等があったということではない。 

[中津川委員] 

 先の年間利用者数のカウントと関連するが、利用者の管理という観点から、防犯面（セキュリ

ティ）に問題がないよう十分に注意してほしい。意見である。 

[幸田委員] 

 南部総合福祉センターわろうべの里の年間利用者数について、平成 26年度から個人の自由な利

用（本のひろばやフリースペースなど）に係る利用者数のカウントを新たに始めたため、大幅に
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人数が増加したたようだが、この点を除くと、どのような結果になるか。 

[福祉政策課] 

 平成 26年度は、「開館日数の拡大」と「開館時間の延長」、「利用者数のカウント方法の変更」

を同時に開始したため、この 3点が年間利用者数の増加要因となっている。カウント方法の変更

のみによる効果については具体的な数字を把握していないが、開館日数・時間の拡大による効果

は概ね総合福祉センターと同様の伸び率と考えられ、その差が結果と思われる。 

[幸田委員] 

 開館時間の延長（21時まで）に関して、事業報告書にアンケートの結果が記載されているが、

施設所管課としてその効果をどのように捉えているか。 

[福祉政策課] 

 否定的な意見もあるようだが、現時点では市民への周知を適切に行った上で、その結果を基に

効果を検証する必要があると考えており、始めてから 1年では結論を出すことは難しい。 

[幸田委員] 

 時間をかけて利用者の推移を見守る必要があり、その上で費用対効果を検証するという趣旨で

承知した。 

[後藤委員] 

国民保養センター鹿島荘でも意見したが、公の施設であっても無料というのはどうかと思う。

時間延長により光熱水費等の需要費も増加していると思われ、サービス内容に応じた負担として

使用料の徴収を検討してもらいたい。結果として、利用者数の正確なカウントにも繋がるのでは

ないかと思う。 

[中津川委員] 

 時間延長に関するアンケートの集計結果が、総合福祉センターの分しかない。南部総合福祉セ

ンターわろうべの里でも実施した方が良いのではないか。 

[福祉政策課] 

 今後も定期的にアンケートを実施していく中で、指摘の点について対応する。 

[幸田委員] 

 南部総合福祉センターわろうべの里は、利用者が大変多く、指定管理者による管理運営も定着

していると評価している。その中で、施設・備品の故障等は当然に発生するものだが、積極的な

修繕・更新により、いつでもきれいな状態を保ってもらいたいと思う。昨年度は、児童センター

のクライミングウォールに一部不良があったとの報告を受けたが、その後の対応はどうなったの

か。 

[こども保育課] 
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 一時使用中止期間が発生するなど、利用者に迷惑を掛けてしまったが、市側の負担により昨年

8月に修繕を行うと共に安全マットの更新を行った。また、今後の維持管理についても、故障等

を発見した場合には速やかに対応するよう、指定管理者に対して十分な指導・協議を行った。 

[幸田委員] 

 協定上、20万円以上の修繕は市側のリスク負担となっているが、その点に関して迅速な対応は

どのように図るのか。 

[こども保育課] 

 備品の更新に関しては、協議により対応することとしているため、指定管理料の範囲内で対応

可能な場合には、指定管理者の負担により積極的に対応してもらえるよう要請し、昨年度は大型

備品（遊具マット）の更新が自主的に行われた。施設の修繕に関しては、緊急性に応じて相互に

協力しながら対応することとしている。 

[中津川委員] 

 できる限り指定管理者により対応してもらえると、より迅速な対応が図られると思う。 

[幸田委員] 

 四街道市社会福祉協議会では、「経理区分間繰入金」という勘定科目を使用しているが、これは

会計間での「流用」という内容になるのか。 

[福祉政策課] 

国民保養センター鹿島荘の指定管理者である「四街道市地域振興財団」では、「諸経費」の中で

法人の「本体経費」を按分していたが、「四街道市社会福祉協議会」では、「経理区分間繰入金」

という科目で同様の処理を行っている形になる。なお、社会福祉法人の会計基準に定められた科

目であり、事務処理上の問題はないと考えている。 

[石村会長] 

他に意見等なければ、四街道市総合福祉センター及び南部総合福祉センターわろうべの里の指

定管理者の評価に関する質疑は終了する。 

 

③ 四街道市福祉作業所 

[障害者支援課] 

 資料説明 

[石村会長] 

 施設所管課からの説明に対して、意見等あるか。 

[大塚委員] 
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 評価資料 3の施設所管課の評価について、全て「B」と判定した理由は何か。 

[障害者支援課] 

 統一的な基準により各項目を評価した結果、施設所管課が求める水準どおりの成果であったと

判断したところであり、それ以上の理由は特にない。 

[大塚委員] 

 一部でも「A」と評価できる項目はなかったのか。 

[障害者支援課] 

 繰り返しになるが、協定書等の基準に照らして「水準どおり」という結果である。 

[大塚委員] 

 先の 2施設と評価の結果に差異があったので質問したところである。他の施設と性質が異なる

部分はあるが、非常に努力しているため、いずれかの項目では「A」という評価があってもよいと

思った。また、別件であるが、「アルミ缶回収」の活動はどのように行っているのか。 

[障害者支援課] 

 主に保護者の持ち込みにより行っており、回収量は増加している。 

[大塚委員] 

 市が行っている回収とは別に、施設独自に行っている事業なのか。 

[障害者支援課] 

 そのとおりである。 

[大塚委員] 

 アルミ缶回収量（収入）の増加により、レクリエーションの充実など利用者の便益が向上する

のであれば、市民に対して積極的に PRすることも必要ではないか。何かあれば協力したいという

方は多いと思う。 

[幸田委員] 

 アルミ缶回収をはじめとする各種活動の収入は、どのように管理しているのか。 

[障害者支援課] 

 評価資料 2のとおり「作業収入」の科目の中で管理しており、「作業工賃」として全額を作業者

に分配している。 

[大塚委員] 

 作業者にとって、やりがいを感じられる仕組みになっているということでよいか。 

[障害者支援課] 
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 そのとおりである。 

[幸田委員] 

 配分額（月額）は、どの程度か。 

[後藤委員] 

 仕事の受注量や作業量によって変動があるようだが、概ね 4千円から 8千円程度と聞いており

1万円を超えることは少ないようである。 

[中津川委員] 

 第一福祉作業所・第二福祉作業所ともに定員に満たない状況となっているが、要因は何か。 

[障害者支援課] 

 民間でも様々なサービス提供者が増えており、利用者にとって選択肢が増えていることが一因

であると考える。 

[中津川委員] 

 細かな分析等により利用者数を増やす努力を積極的に行ってほしいと思うが、市営であるメリ

ットは何か。 

[障害者支援課] 

 長期にわたる利用者が多く、「安心・安定した管理運営」に魅力を感じている方が多いと思われ

る。 

[後藤委員] 

 民間では作業ノルマを課しているところもあるようだが、本施設ではそのようなことがないこ

とも、利用者にとって良い部分と考える。利用促進に関して、PRの強化は有効と思う。 

[幸田委員] 

 本施設の管理運営に当たっては、指定管理者において大変努力していると感じられ、高く評価

したい。 

[大塚委員] 

 市民の障害者に対する認知度について、より成熟させるよう努めてほしい。 

[石村会長] 

他に意見等なければ、四街道市福祉作業所の指定管理者の評価に関する質疑を終了する。 

 

・議題 ⑵ 平成２６年度に実施された指定管理者による施設管理状況の評価に係る答申（案） 

① 四街道市国民保養センター鹿島荘 
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[事務局] 

資料説明 

[石村会長] 

 事務局からの説明に対して意見等あるか。 

意見等なければ「平成２６年度四街道市国民保養センター鹿島荘に係る指定管理者評価表」に

ついては原案のとおり決定し答申する。 

 

② 四街道市総合福祉センター及び南部総合福祉センターわろうべの里 

[事務局] 

 資料説明 

[石村会長] 

 事務局からの説明に対して、意見等あるか。 

意見等なければ「平成２６年度四街道市総合福祉センター及び南部総合福祉センターわろうべ

の里に係る指定管理者評価表」については原案のとおり決定し答申する。 

 

③ 四街道市福祉作業所 

[事務局] 

 資料説明 

[石村会長] 

 事務局からの説明に対して、意見等あるか。 

 意見等なければ、「平成２６年度四街道市福祉作業所に係る指定管理者評価表」については原

案のとおり決定し答申する。 

 

答申後、閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 


