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平成２８年度 第１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２８年８月３日（水）１３：００～１６：３０ 

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）、緒方委員、大塚委員、森委員 

欠席委員  なし 

事務局   行革推進課：小出課長、斉藤副主幹、小安副主査 

説明者   福祉政策課：齋藤課長、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：星主査 

開催形態  公開 

傍聴者   ０人 

 

会議概要 

１ 開会 

２ 市長あいさつ 

３ 会長及び副会長の選出 

４ 会長あいさつ 

５ 諮問（指定管理者評価依頼書により諮問） 

６ 議事録署名人の選出（幸田委員・緒方委員を指名） 

７ 指定管理者評価方法及び評価基準等について 

８ 議題 

⑴ 平成２７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２７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 

９ 答申（指定管理者評価結果通知書により答申） 

１０ その他 

１１ 閉会 
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・議題 ⑴ 平成２７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] 

 クリーンセンターの移転問題がある中で、今後の保養センターのあり方について現状ではどう

か。 

[福祉政策課] 

 クリーンセンターの移転後については、方向性がまだ示されていないので、方針が決定するま

では、現行どおり施設を運営していきたいと考えている。 

[大塚委員] 

 評価資料３「執行状況」の「（6）利用の公平性」の判定理由、地方自治法 244条第 2項及び第

3項は規定であり、評価のコメントとしては適切ではない。努力した内容について書くべきであ

る。施設の立地上、近隣地域に利用者が偏りやすいが、利用者とは市民全体のことであり、遠隔

地等に対して、どのような対応をしたのかを評価しなくてはならないと思うが、以前から改善す

るようお願いしているが、27年度はどのような対応したか。 

[福祉政策課] 

 現状では、統計をとっていないので、利用者の居住地については不明である。利用者の交通手

段は路線バスや、団体利用の場合は市有バスを活用して利便性を図っている。遠隔地等の利用者

の利便性は、不均衡が生じないように指定管理者に対応を促していく。利用者の統計についても

実施するよう努力する。 

[大塚委員] 

 昨年度も同様の質問をしたが改善されていない。利用者が増加することにより、公平性が隠れ

てしまっていないか。利用者が増加していれば、それでいいとなっていないか。来年度に向けて

対応してほしい。公の施設は市民の税金で賄われており、市民全体に恩恵が行き渡らなければな

らない。 

[福祉政策課] 

 公の施設は、どこの場所にあろうとも、全ての市民が公平に満足にいくように、利用していた
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だくことが原則なので対応する。 

[大塚委員] 

 来年度はこのようなことがないようにお願いしたい。 

[緒方委員] 

 お風呂について、26年度は週 2回、27年度は週 3回に増やしたと、施設職員に聞いた。この施

設はコストセンターであり、収入がほとんどないので、できるだけコストを下げて、利用者を増

やさなくてはいけない。施設使用料について、無料でいいのかと問われるのではないか。総合公

園体育館は使用料が 50％上がった。サービスの提供は、当たり前だが、施設の空きがあれば、サ

ークルに声をかける等、埋めるべく努力が必要である。高齢化が進み、年金生活者が増加してい

く中、利用すればするほどコストがかかってくるし、カラオケ利用についてもそうである。 

[福祉政策課] 

受益者負担の原則に照らし合わせるということでいいか。 

[緒方委員] 

 そのとおり。老朽化していて、施設使用料を取るのも難しいかとは思うが。 

[福祉政策課] 

 施設が開館して約 40年位になるので、機械設備も電気設備も老朽化は激しい状況ではある。 

[緒方委員] 

 東京都の入浴施設では 450円位だったと思うが、100円でもいいので使用料を徴収した方がい

いと個人的には思う。 

[森委員] 

 今まで無料の施設を有料化するのは、抵抗があって非常に大変だとは思うが、受益者負担は、

公平性の原則に従ってしかるべきだと思うので、検討した方がいい。 

[幸田委員] 

 利用の公平性について、大塚委員の考えも理解できるが、ここで言う評価は、特定の団体を優

遇したりしているかで、地域性や立地条件による公平性ではないと思うがどうか。 

[福祉政策課] 

 そのとおり。特定の団体を排除するとか、特定の事業を制限しているかの評価である。 

[幸田委員] 

 今の説明のとおり、利用の公平性について評価していいか。 

[福祉政策課] 
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 そのとおり。 

[事務局] 

 大塚委員の指摘も理解できる。この問題は行政側の対応や方針になるので、指定管理者の評価

としては、利用申請があった際の窓口対応等の公平性とする。ここの施設だけではなく、交通機

関を手当てすることが難しく、利用のしやすさの環境整備は、行政側の役割が大きいので、窓口

等の対応での評価とする。 

[大塚委員] 

 そのとおりだと思う。この問題の多くは、行政側に責任があるのではないかと思う。指定管理

者に要求することは酷かもしれない。市広報で宣伝するとかアクセスの部分に予算をつけるとか

行政に対応してほしい。利用者数の目標を設けないのか。 

[福祉政策課] 

 現状より利用者が増加すると安全面に支障を来す可能性があると聞いていて、現状維持で目標

を設定している。 

[大塚委員] 

 その考え方は甘くないか。費用対効果で考えると、目標を立てた上で、目標を達成するために

努力をするべきである。目標が現状維持だと「現状で満足している。これ以上は努力しません。」

と思えてしまう。民間ではあり得ない。所管課（行政）の考え方に問題もあるかとは思うが、こ

のようなことだと市民の代表としては言わざるを得ない。 

[緒方委員] 

 評価が達成できたのか、課題はなにか、成果は上がったのかが必要であり、やはり目標を立て

なければならない。 

[幸田委員] 

 評価資料にもあるように、年度ごとに事業計画を立てていると思うが。事業計画書の中に、施

設ごとに目標値が書かれていて、ある種の数値目標かと思う。数値目標を掲げるだけであって、

何の努力をしないのであれば意味がないが、多少なりとも目標値はあると理解した。施設が飽和

状態であれば、27年度目標 18,150人から目標値は動かなくなってしまうが、目標値を 100、200

人と上げることの努力や施策の部分は、まさしく指定管理者の意欲かと思う。 

[森委員] 

 この施設は老朽化しているので、施設管理面でパワーをかなり使っている。安全で、安心して

利用できる等も含め、総合的に評価した方がいい。もちろん多くの利用があった方がいいが、施

設を見て、施設管理に苦労されていると感じた。 

[石村会長] 
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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] 

 評価資料３「執行状況」の「３施設管理」について、指定管理者と施設所管課の評価の違いは、

指定管理者と認識の違いがあるのか。 

[福祉政策課] 

 所管課としては、水準どおりであると評価したので、Ｂ評価とした。 

[大塚委員] 

 施設を見たが、施設の周りがガラス作りであったり、雨漏りがあったりで、施設職員が努力し

た結果、Ａ評価になったと思うが、施設を管理するうえでは、当たり前のことだと思う。Ａ評価

はそれ以上の評価がないので、よっぽどのことがない限り、Ａ評価はできない。所管課としては、

当たり前のことだと、指定管理者に認識させなければいけない。所管課がＢ評価としたことは正

しいと思う。施設職員に対し、まだまだ努力する部分があると認識させるために、説明していた

だきたい。 

[福祉政策課] 

 この施設は、窓ガラスを多く利用していて、防水等も、通常の鉄筋コンクリート造の建物と比

較しても特殊であり、耐用年数もやや短くなっている。昨年度は大規模な雨漏りが発生するなど、

施設の運営上かなり苦労している。しかし、何事もなく通常どおり開館することは、当たり前の

ことで、指定管理者に認識していただかなくてはならないと思っている。 

[大塚委員] 

 利用者数を 1名単位まで、カウントしているが、総合福祉センターとわろうべの里の利用人数

は正確であるか。 

[福祉政策課] 

 団体の利用者数は利用申込書から把握している。その他の利用者は建物の構造上、自由に出入

りができるため、職員の目視で確認している。概ね正確に計っていると考えている。 
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[大塚委員] 

 目視で行わざるを得ない。この施設は不特定多数が利用する施設の性格がある。なぜ聞くかと

言うと、費用対効果の問題で、この施設は、利用者数によって費用が縮減される性格のもので、

利用者数をカウントする場合はできるだけ正確であってほしい。昨年度よりは今年度、先月より

は今月と右肩上がりの数字をどうしても作りたくなるので、カウントはできるだけ正確でなけれ

ばならない。次に、わろうべの里の稼働率について、夜間を除いて 55％であるが、あと 45％をど

う埋めていくのか。難しい部分ではあるが、数字を読み、稼働率の向上をお願いしたい。 

[幸田委員] 

 利用者について、わろうべの里の大幅な利用者数の増員の要因はなにか。開館時間の延長があ

ったのか。 

[福祉政策課] 

 27年度については開館時間の延長はない。なるべく数字を正確に捉え、見極めた結果であると

思う。 

[石村会長] 

 施設を見たとき、施設職員からは、「夏場であると学生の自習室の利用が多くなった。そのため、

机等を増設した。」と説明があったので、このような要因もあるのではないかと思った。 

[福祉政策課] 

 赤ちゃん連れのお母さん達の利用が、土日を含めて増加した。お母さん同士のサークルも活発

で、増加した要因となっている。 

[石村会長] 

幸田委員の質問は具体的に増加した要因を聞いていて、さらに、大塚委員の意見を踏まえて、

利用者の増加を図られてはどうかとのことだったので確認した。 

[森委員] 

 評価資料２「収支状況過年度比較表」の「支出の部」について、社会福祉協議会の保有基金に

支出している「経理区分繰入金」はどのようなものか。ここで「経理区分繰入金」の支出がある

ということは、どこかの拠点（社会福祉協議会が管理している他の施設）では「経理区分繰入金」

の収入があり、これは調整するために計上しているのか。「経理区分繰入金」にかかわる収支は別

にした方が、当期の収支の動きがわかりやすいと思うが。基金とはどのようなものか。 

[福祉政策課] 

 社会福祉協議会の本体が持っている基金で、財政調整基金である。「経理区分繰入金」は本体に

繰り入れている。 

[森委員] 
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 この部分について、評価資料の決算書としては参考にならないような気がする。意見であるが、

わろうべの里の施設内の包括支援センターでは、相談業務や個人情報等があるので、施設の改善

等を行政で対応いただきたい。 

[石村会長] 

 「経理区分繰入金」というのは、人件費等を社会福祉協議会の中で、経費負担を配分計算した

結果、各事業間に計上されているものだと考える。内容を見てみないとわからないが、不合理な

基準で繰入であったら、監査等で指摘されるので、差額を調整しているものではないと思う。 

[幸田委員] 

 結局のところ、「経理区分繰入金」とは、毎年度決算において、余剰金が出たから、社会福祉協

議会の財政調整基金に振り替えるというだけのことと思うが。 

[福祉政策課] 

 そのとおり。 

[幸田委員] 

 単年度収支でみると、毎年度余剰金が出ていれば、指定管理料が変わると思うが。評価資料２

「収支状況過年度比較表の備考欄」の「当期資金収支差額に繰越金があったため、法人税が発生

した。」と書いてあるが、繰越金は法人税対象となるのか。社会福祉協議会事業で収益事業以外は

非課税だと思うが。 

[福祉政策課] 

指定管理事業は請負業に該当するため、課税対象である。ただし、実費弁償（余剰金を市に返

還する。）である限りは、税務署に事前に届けることで非課税となる。 

[幸田委員] 

 1,000万円繰り越せるのであれば、指定管理料を減額すればいいと思うが、指定管理者のイン

センティブとして発生したものであるので、否定はしないけれども、会費収入が主たる財源であ

るので、市からの指定管理料を積み立てることについて腑に落ちないところではある。経費を縮

減する努力したあとが、決算で余剰金が積み立てられてきたということでいいか。 

[福祉政策課] 

 そのとおり。 

[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 
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[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] 

 第二福祉作業所を見たが、定員 25名中 18名在籍で、7名空きがあり、市内在住で通える方が

いないかどうかチェックしているか。または、呼びかけはしているか。 

[障害者支援課] 

 手帳等の手続きをされるときに説明している。ただ、既に手帳を持っている方には、生活状況

を把握したり、おすすめしたりしていない。 

[大塚委員] 

 施設職員の説明を聞いて、所管課とうまく連携がとれているのかと疑問を持った。7名空きが

あるので、施設職員がポスターを作ったり、努力していたが、所管課から障害者手帳を持ってい

る方にダイレクトメールを送る等、意思を確認したりしないのか。 

[障害者支援課] 

 市のスタンスとしては、相談者から相談があったら、対応している状況である。以前は措置と

いうことで、市が積極的に関与していた時もあったが、現在は事業所も増え、市内に限らず、ど

この事業所でも利用者が希望すれば、利用できるようになった。総合支援法ができ、一般的な競

争があり、変わってきている。市の福祉作業所だけ、積極的にアプローチすることはなかなか難

しいと考えている。 

[大塚委員] 

 所管課の仕事として、なぜできないのか。 

[障害者支援課] 

 福祉作業所の所管課ではあるが、障害者支援全体の窓口でもあり、民間施設の選択肢もあるた

め、福祉作業所だけを特別扱いすることはできないと考える。 

[大塚委員] 

 選択するのは利用者側かとは思うが、少なくとも福祉作業所は、市の税金が使われているので、

民間と差別化があってもいいのではないか。福祉作業所が定員に達していて、民間に行くことに

なった場合は仕方ないと思うが、定員に空きがあるのに、アプローチができないことが理解でき

ない。 

[幸田委員] 
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 市の福祉作業所を積極的にＰＲすることに、民間の事業所からクレームがあるのか。 

[障害者支援課] 

 特にない。 

[森委員] 

 施設を見て、施設は老朽化しているが、ソフト面では家族的で素晴らしいと感じた。幾つか民

間施設等を知っているが、損益の結果しか見てない。民間は規制緩和されているので、支援学校

から比較的手のかからない学生を囲ってしまう状況もある。その点では福祉作業所は、福祉の原

点という良さを感じたので、この良さをＰＲしたらいいと思う。定款等で決まっているかわから

ないが、施設名を作業所でなく、今風の名称でもいいと感じた。 

[大塚委員] 

 福祉作業所は敷居が高いと聞いたが、そんなイメージを抱かせる何かがあるのかと思った。い

ずれにしても、7名の空きあり、所管課が対策をしないことに理解できない。 

[障害者支援課] 

 福祉作業所だけのアプローチは難しいが、支援事業全体のＰＲを行ってないことは考えていか

なくてはならない。 

[大塚委員] 

 福祉作業所は市の施設であって、民間施設ではなく、市の税金が使われているので、情報の提

供をしてもしかるべきであると思う。 

[幸田委員] 

 いずれにしても、定員に空きがあるのだから、定員を埋めるまでは一生懸命努力していだきた

い。施設職員はチラシを作って頑張っている。アプローチの仕方はいろいろあると思うが、考え

てほしい。できない理由を探すのではなく、できる理由方法を考えてほしい。民間事業所と競合

する場合は、公の施設なので、より重度の方を迎える等特化してもいいのではと考える。そのた

めには何が必要か。バス送迎を行う等の方法もあり、所長も、保護者が高齢になる中で、バス送

迎がほしいと話していた。だったら、先ほどの「経理区分繰入金」の話があったが、基金に積み

立てているのであれば、車両や人件費に充てて、福祉作業所の充実とサービス向上に使えばと思

う。 

[緒方委員] 

 施設職員と市職員のコミュニケーションが足らないところがあり、率直なところを話し合った

方が円滑になると思う。 

[大塚委員] 

所長の説明で、利用者が減少した理由は、保護者が高齢化して、利用者を送り迎えできなくな
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り、もっと切実な問題は経済的な問題もあると聞いた。施設に空きがあるのだから、所管課が対

応しないことは理解できない。来年度も利用者が不足していないようお願いする。 

[石村会長] 

所長の説明を聞き、非常に努力されていると感じた。保護者が高齢化して、送り迎えができず、

利用率が下がったと説明があり、評価資料にも書いてある。現在、市区町村で何が問題になって

いるかというと、公の施設が利用されずに、単にコストだけになっている。説明を聞いた限りで

は、利用者の年齢もあるが、このままだと確実に利用率が下がるということが、委員全員の同一

の認識であると思う。では、ニーズがないのかというと、民間では障害がある方のデイサービス

等はニーズがあって、すぐに埋まってしまう。明らかにニーズがあるにも関わらず、福祉作業所

は利用率が確実に下がっているので、どうしてなのかということが、委員全員の一致した意見で

ある。さらに、このまま進むと、利用者がなくなる心配もあるので、所管課には検討してほしい。 

[幸田委員] 

 結果的に利用率が下がって、最終的には施設が廃止になってしまう。努力もしないままにこれ

でいいのか。この状況で、利用率の向上の評価は難しい。 

[大塚委員] 

 指定管理者と所管課が利用率の向上をＢ評価とした根拠は何か。四街道市は盲学校があり、特

別支援学校があり、福祉の市である。来年度までには定員を埋めていただきたい。 

[障害者支援課] 

 利用者の増加策は、今後検討する。 

[幸田委員] 

第一福祉作業所と第二福祉作業所の基本方針の支援項目で、第一は「就労に対する支援」項目

があるが、第二には「就労に対する支援」項目がないが。 

[障害者支援課] 

第一福祉作業所の利用者は、比較的軽度の障害がある方で、第二福祉作業所の利用者は、障害

が重度であり、一般就労が難しいためである。 

[大塚委員] 

敢えて、第二福祉作業所の支援項目から「就労に対する支援」の項目を抜かなくてもいいと思

うが。 

[障害者支援課] 

第一、第二福祉作業所に確認して、何ら理由がなければ、入れるように対応する。 

[森委員] 

第一福祉作業所は見てないが、第一は「就労Ｂ」のくくりになっているのか。工賃は利用者の
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人数によって変わってきているのか。 

[障害者支援課] 

第一、第二福祉作業所とも、「地域活動支援センターⅢ型」という分類になっている。第一より

も、第二の方が障害の程度が重度であり、受けられる作業量や作業内容が違うのではないかと思

う。 

[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２７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 

[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２７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２７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。 
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 意見等なければ、「平成２７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 

 


