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平成２９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２９年８月２日（水）１３：００～１６：５０ 

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：森山課長、齊藤副主幹、安永主査補、古川主査補、髙羽主事 

説明者   福祉政策課：齋藤課長、川田副主幹、篠崎副主査 

      障害者支援課：川島課長、岡田副主幹、山田副主幹 

      子育て支援課：加賀谷主査 

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 諮問（指定管理者評価依頼書により諮問） 

４ 市長あいさつ 

５ 議事録署名人の選出（大塚委員・森委員を指名） 

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２８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２８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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・議題 ⑴ 平成２８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。 

[大塚委員] 

 評価資料３の執行状況について、施設所管課としてはＢランクとしているが、指定管理者では

Ａランクが多くある。Ａは最高ランクであり、協定書に定められた当たり前のことを当たり前の

水準でやっているだけではＡにはなりえない。これ以上やることはない、という意味になってし

まう。そのあたりを、指定管理者側も理解していただきたい。 

[福祉政策課] 

 指定管理者としては、十分に努力をした結果として評価している。また、施設所管課としては、

施設の管理状況等を細かくみた中で、指定管理者とは異なる評価をしたところである。 

[森委員] 

 施設の管理状況を知るため、実際この６月に施設へ行ったのだが、設備面に関しては 25年前に

利用した頃とあまり変わらない印象を受け、適切に管理が行われていると感じた。一方で浴室に

は、カランが３つ、シャワーが１つしかなく、かなり古い印象を受けてしまう。また、施設の管

理については、これ以上何かをやるというよりかは、安全面に気を付けながら運営しているよう

に感じた。利用者については、近隣の方々が多いという印象で、利用者が限定的になっていると

思われるため、何か工夫が必要と考える。しかし、全体的には良くやっているという印象である。 

[緒方委員] 

 事業報告書の利用者数について、囲碁や麻雀の利用者が増加したとあり、また、最近は将棋の

人気が高まっていることもあることから、高齢者の楽しみづくりや健康維持のため、会費を集め

るなどし、保養センターで大会を開催する等により、利用率の向上を図ることも検討していただ

きたい。 

[幸田委員] 

当施設はクリーンセンターとリンクしている。今般クリーンセンターの建て替えが計画されて

いるが、仮にクリーンセンターが現在の場所から移転しても、当施設だけで存続させることにな

るのか。 

[福祉政策課] 

 たしかに、当施設はクリーンセンターからの余熱を利用した施設のため、今後の動向により施
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設運営は左右されるが、クリーンセンターの移転時期等については詳細が決定していない。また、

施設については四街道市公共施設等総合管理計画における方針決定に従うこととなる。 

[幸田委員] 

 開館日について、昨年比２日減であるが、それは祝日の関係か。 

[福祉政策課] 

 意図的に減らしたのではなく、曜日の関係であると思われるが、その点についても明記してま

いりたい。 

[幸田委員] 

 経費削減について、平成２７年度の選定の際には削減効果額は０円であったが、平成２８年度

は利益が出ている。選定時点での認識との差異は何か。また、利用者の減少についてはどのよう

に推測されているか。 

[福祉政策課] 

 施設側では、施設の老朽化による２０万円未満の修繕箇所の増加について危惧していたところ

であるが、平成２８年度においては予想より少なかったことから収支差額が発生したものである。

しかし、２０万円以上の修繕については、平成２９年度においても外壁の補修を行う予定である

が、多くなっているのが現状である。また、平成２９年度以降については、２０万円未満の修繕

が発生することも考えられる。利用者の減少については、利用者に高齢者が多いことから、身体

的なことなどから来られない方が増えたのではないかと考えている。 

[大塚委員] 

 利用者増減の理由はきちんと把握し、分析することが重要である。また、７ページに市バスの

周知など遠方の方々への配慮が記載されており、近隣住民に偏っているなど公平性については昨

年度も指摘したが、市バスは有料か。 

[福祉政策課] 

 無料である。 

[大塚委員] 

 市バスの利用状況について、利用者の所在地等は把握しているか。 

[福祉政策課] 

 市バスについては利用申込を提出しているため把握している。 

[大塚委員] 

 ＨＰにより市バスの利用を促したとのことだが、それが利用者増につながったなど担当課とし

てはその要因が結果につながったなどを把握すべきと考えている。周知したというアクションだ
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けではなく、それがどのような結果となったかが大事である。 

[福祉政策課] 

 市バスの利用については利用者等について、いつ、だれが、どこで利用したかは把握している

ところである。今後もそのように対処したい。 

[石村会長] 

 築４０年以上経過した施設とのことで、現行の耐震基準に沿って耐震工事等は行われているか。 

[福祉政策課] 

 建物は昭和５０年築であり旧耐震基準時代の竣工ではあるが、国土交通省の新耐震基準は満た

している。 

[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] 

 評価資料３「執行状況」について、７１ページの実施計画において総合福祉センターとわろう

べの里を別々に作成しているので、執行状況についても分けるべきではないか。仮に１つの施設

が良い評価であるが、もう１つの施設が劣る評価である場合に平均的になってしまう。業務計画

ごとに報告すべきであり、これは適切でない。 

[緒方委員] 

 私も、数字については、福祉センターとわろうべの里を分けたものと合算したものを作成し、

評価については別々に示すべきと考える。 

[福祉政策課] 

 検討させていただく。 

[森委員] 

 ２４ページ、２７ページにある資金収支計算書について、拠点区分間繰入金支出はすべて積立
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金としているのか。 

[幸田委員] 

 繰入金について併せて聞くが、繰入額はどのように考えて繰り入れているのか。施設ごとに繰

入金が２００万円、２０万円とあるがその額はどのように決定するものか。社会福祉協議会もさ

まざまな事業を行っているため、本体事業を含め様々な事業に対応するため積立てを行うことは

理解できるが、資金間移動が多すぎないか。 

[福祉政策課] 

 前年度までは財政調整基金等に積立てるため繰入れを行っていたが、平成２８年度については、

社会福祉協議会本体の支出に充てるために繰入れたものと聞いている。また、繰入額について特

に決まりはないが、指定管理者として、また社会福祉協議会として大きな資金が必要な事業を行

うことなどを想定し、財政調整基金への積立てなどのため、区分間の繰入れを行うものと聞いて

いる。 

[幸田委員] 

 児童主催事業の参加者の増加について、新規事業によるか、それとも既存事業の定員を増加さ

せたなどによるものか。１万人以上という大幅な利用者増の要因は何か。 

[福祉政策課] 

 学生が勉強するために利用することが多くあったことなどが考えられる。 

[幸田委員] 

 その点については、カウントの仕方について、昨年度も他の委員から指摘があったように利用

者数の算出に疑問が残るが信憑性があるのか。 

[福祉政策課] 

センサーゲートを設けているわけではなく、職員が目視によりカウントしているのが現状であ

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、目視でカウントしているのであれば、「約」を付

すべきである。こうした報告書では、報告者は前年を上回った数字を出したいものであるが、目

視であれば概ねの数字で、一桁まで報告するのはどうか。 

 

[緒方委員] 

 数字については、できるだけ正確に報告していただきたい。また、福祉センター１階では幼い

子供が大勢遊んでおり、混雑していて人気があるが、こちらのスペースについては改装して充実
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させていただきたい。立地的にもよく、利用者も多いため、設備投資を考えてほしい。 

[福祉政策課] 

 幼い子供が集まる場所のため、様々な配慮が必要なのは理解している。現状では、機械設備等

の老朽化への対応もあることから、新しい設備投資ができていないが、検討したい。 

[幸田委員] 

 ２階の風呂についてはどうするつもりか。 

[福祉政策課] 

 温水ヒーターが故障している。修繕ができないため、設備の入れ替えが必要となる。今後の方

向性については、現在検討中である。 

[幸田委員] 

 利用者はどのくらいか。 

[福祉政策課] 

 週一回木曜日のみの開放で、利用者は１日１０人程度である。 

[幸田委員] 

 保養センターとは趣旨も異なると思われるため、費用対効果を考えて、対処してもらいたい。 

[大塚委員] 

 ７９ページの収支予算書内の事業旅行駐車場代とは何か。 

[福祉政策課] 

 児童センターの事業において動物園に行くためのもので、その下見と当日の駐車場代である。 

[石村会長] 

 ２階の風呂について、５月からずっと利用できない状態で、場所が有効活用されていないとい

う点で問題がある。設備を入れ替えた上で継続するのか、廃止した上で空きスペースを別用途で

活用するのか、方向性は早めに決定すべきでないのか。 

[福祉政策課] 

 検討してまいりたい。 

[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。 
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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] 

 ７１ページからのモニタリングチェックシートについて、第一福祉作業所、第二福祉作業所と

もに全て○という評価である一方、４４ページと６６ページの自己評価シートにおいて、総合評

価で第一福祉作業所はＡ、第二福祉作業所はＢとなっている。両作業所間の差について伺う。 

[障害者支援課] 

 第一福祉作業所では、平成２８年度より昼食会を週一回開催している。第二福祉作業所では計

画はあるものの実施には至っていないため、そのあたりの差であると認識している。 

[大塚委員] 

 第一福祉作業所では協定書以上のものがあったため自己評価に差が出たということで良いか。 

[障害者支援課] 

 そのとおりである。 

[大塚委員] 

 自己評価では実態はもとより、各作業所の自己評価実施者の性格で判断が変わってきてしまう

場合がある。施設所管課の評価はともにＡ評価であるので結構だが、各作業所間の不公平感の解

消には配慮しなければならない。 

[森委員] 

 稼働率について、利用者や保護者の高齢化等、やむをえない理由はあると思うが、７５ページ

モニタリングチェックシートの利用促進の（１）利用状況で、定員割れをしている状況において

適否で○が付くのは客観的な意見として理解に苦しむ。既にご存知であると思うが、社会福祉法

人やＮＰＯなどにおいてもどんどん様々なものができてきている。そういったものは福祉ビジネ

スであり、人件費等が発生するものである。その点では福祉作業所のほうが恵まれていると思う。

他の施設ができてきている状況を鑑みると、潜在的な需要はある。普通に経営しているだけでは

行政のほうに利用者が集まらない。せっかく充実した内容のケアをしているのだから、このこと

をもっと宣伝していくべきではないのか。 

[障害者支援課] 

 ＪＲ四街道駅等にパンフレットを置くなど、広報活動に努めているところである。 
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[森委員] 

 それだけでは非積極的であるため、もう少し何か考えるべきである。せっかく良い作業所、人

材が集まった施設なのだから、これを生かし、利用者の向上に努めてほしい。 

[大塚委員] 

 評価資料３の執行状況の中の、利用促進に関する総括評価において、定員割れとなっている中、

指定管理者のＢ評価に対して施設所管課でＡ評価としているがなぜか。 

[障害者支援課] 

 利用者やその家族から日々意見を聞きながら連携を図り、利用促進に努めたこと、また、新た

なサービスを行ったことなどからＡ評価とした。 

[大塚委員] 

 Ａ評価とは最高ランクである。これ以上やることがない、という評価である。本当にこれ以上

やることはないか。定員割れを起している状況下で何をすべきかについて、指定管理者と話し合

いを行ったか。 

[障害者支援課] 

 福祉作業所の利用者が年々減少していることについて、特別支援学校の進路指導教諭に意見を

聴いたところ、最近の傾向として、まず一般就労を目指し、一般就労が難しい者や保護者が最初

から一般就労で失敗してほしくないなどについては、就労移行支援制度を利用し、訓練を受けた

うえで一般就労を目指すということが一番流れとしては多い。一般就労が困難な場合は生活介護

施設に入所となることから、両極端となっている傾向がある。福祉作業所の場合は、就労移行と

しても、生活介護の事務所としても中途半端な印象があり、生徒や保護者の希望者は少ない状況

であり、特別支援学校としても積極的には薦められないと聞いている。 

[大塚委員] 

 希望が少ないからといって、減少に歯止めをかけないわけにはいかない。いかに定員まで利用

者を確保するのが所管課の役目ではないか。 

[障害者支援課] 

 開所時から利用されている方も多くおり、現在の利用者や保護者からはいいサービスを受けて

いるというように認識しているが、それが新規に利用する方が希望するサービスかというとミス

マッチになっている面があるかもしれない。また、現在利用者の高齢化が進んでいるため、工賃

を得るための作業よりは、生活介護へ方向転換しなければならない状況かもしれない。ただし、

作業工賃を重視する方もいるので、方向性は模索中である。 
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[大塚委員] 

 例えば、利用者の保護者も高齢化などから、負担が増えてきているが、所管課としてどのよう

に考えているか。 

[障害者支援課] 

作業主体ではなく、生活介護サービスを重視するなどの対応が必要と考える。 

[大塚委員] 

定員割れについては昨年度から指摘している。駅等へパンフレットを置くなどではなく一年間

あったのだから、もっと積極的な対応をしなければならない。個別に連絡をしたうえで交渉を行

う等の対応が必要である。障害がある方がおり、定員に空きがあるのだから、それぞれの家庭に

訪問して積極的に働きかけるべきである。税金でやっていることから、費用対効果も考えてやっ

ていただきたい。 

[障害者支援課] 

 毎年特別支援学校の進路相談において、ケースワーカーと事業所の職員が赴き、案内を行って

いるので、まったく行っていないというわけではない。 

[幸田委員] 

 昼食提供サービスの内容について伺う。 

[障害者支援課] 

利用者全員で同じ時間に同じものを食す給食のようなものである。 

[幸田委員] 

昨年度も質問したが、送迎バスの件はどうなったか。また、利用者で複数の希望がある場合に

ルートを組んでサービスを行うことは考えているか。 

[障害者支援課] 

今までも悪天候時や、利用者の家族の都合により必要な場合には、送迎を行っている。ただし、

利用者を網羅的に送迎するまでには至っていない。 

[幸田委員] 

バス送迎の完備をすれば、退所防止や入所者増加につながるのではないか。定員割れの状況の

回避については、先ほど話があったとおり、適切に対処を行っていただきたい。現在の入所者に

対するサービスは、行事等を鑑みるに充実しているので、これについては評価できる。 

[石村会長] 

定員割れの問題と、利用者等の高齢化の問題がある。年々入所者が減少している中で、施設を

維持するに当たりデッドラインのようなものはあるのか。入所者が１名でもいれば施設の開所を
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続けるのか。それとも、何名以下になったら閉所というのは検討しているか。 

[障害者支援課] 

具体的な検討はしていない。 

[石村会長] 

それでは利用者等の高齢化が進む中で、どうやって利用者を増やしていくのか。このまま利用

者の減少が続けば、市の財政負担という面から考えて、閉所すべきという声が上がる可能性も出

てくる。閉所した場合、現在の利用者は、利用したくても利用できない状況となる。どうしたら

利用者が増えるのかなど、利用者の家族に対して意見を伺ってみてはどうか。 

[障害者支援課] 

 現在「地域活動支援センターⅢ型」という分類の施設となっているが、これを変えていくのも

ひとつの方法であるとは考える。 

[森委員] 

 福祉はお金では計れない部分があるので、難しいとは思うが、現実として数値にでてしまうと、

もう少し努力いただきたい。 

[緒方委員] 

 他の施設、ＮＰＯ法人の施設などに流れてしまっている状況は、時代の流れなのかもしれない。

しかし、福祉はお金で決まるものではない。やりがい等のソフト面の充実が重要なのではないだ

ろうか。ちょっとしたことで褒める等、入所者の過ごしやすい環境を提供することが、近年のニ

ーズに応えることになるのだろう。 

[大塚委員] 

 厳しいことを言うが、保護者の高齢化によるなどを理由に通所ができなくなることはどうかと

思う。利用者にとって施設での作業は生きがいであり、通所を続けたい。このような状況をよし

とせず、どうすればよいかを所管課として考えてほしい。 

[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２８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 
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[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２８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。 

評価資料３の執行状況表を、総合福祉センターとわろうべの里の２つの施設で分けて作成する

ことについては、評価表の総評に記載するということでよろしいか。 

[事務局] 

 指定管理される施設は、２つを合わせて受託しているため、最終的に評価する際は２つの施設

を合わせたもので評価することとなる。そのため、来年度以降については評価資料３については、

施設ごとに評価したものを作成するが、あくまでも評価は２つの施設を合わせて評価していただ

きたい。 

[幸田委員] 

 各施設で評価は分かれることは十分考えられるが、各施設で評価をすることは可能か。 

[森委員] 

 指定管理の契約としては２つの施設の管理を合わせて契約しているため、評価資料３を個々の

施設で行ったとしても、最終的には２つの施設を合わせて総合的に評価してほしいということで

よいか。 

[事務局] 

 その通りである。指定管理の契約は２施設を対象としていることから、分けて評価することは

困難である。しかし、評価資料３については、各施設の状況がより分かりやすくなるよう個々に

作成することとしたい。 

[大塚委員] 

 各施設で行っている事業が異なることから、評価も分けるべきと考える。２つの施設の平均点

のようなやり方では指定管理を受ける側もやる気をなくしてしまう。やはり、施設ごとに分け、

中身が見えるようにすべきである。 
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[緒方委員] 

 やはり、評価資料３で２施設が一緒になってしまうと分かりにくいため、来年度から２つの施

設に分けて作成していただきたい。 

[事務局] 

 評価資料３については個々に作成することとし、総合評価をしていただくようお願いしたい。 

[石村会長] 

 市としては、評価資料３については、２つの施設に分けて作成するが、契約は２施設を合わせ

ているため、指定管理者としての評価は合わせてお願いしたいとのことである。考えにくいが、

２つの施設の管理において、片方が極端に悪い評価をとなった場合には分割することを検討して

はどうか。 

[大塚委員] 

 評価資料３の作成について、このような意見があり、来年度から見直すということでお願いし

たい。 

[幸田委員] 

 このような疑問や課題などについては、事務局において貴重な意見として受け止め、十分検討

してほしい。 

[石村会長] 

 それでは、評価資料３については、来年度以降は個々に分けるということで、総評への記載は

しないということでよろしいか。 

ほかに意見がなければ「平成２８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２８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 

 


