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令和３年度第１回指定管理者制度モニタリング会議 

 

議題１ 「副委員長の選任について」 

指定管理者制度モニタリング会議設置要綱に基づき、佐藤委員を副委員長に選任した。 

 

議題２ 「指定期間２年度目の個別確認」 

〔かながわアートホール〕 

（資料１－１の概要を施設所管課（文化課）から説明） 

 

〇松本委員 

資料１－１①で利用者満足度の新型コロナウイルス感染症の影響等を記載する欄に「いわゆる常

連客が多い」との記載がある。ここで言われている「常連客」とは、具体的にはどのような利用者

を指しているのか。 

また、SNS やその他様々な手法を使い、県民への広報活動を行っているようであるが、自主事業

に関しても工夫してやっておられる印象を受けた。広報宣伝の活動という観点で具体的にどのよう

な取組をされているか。 

 

〇文化課 

ご質問の「常連客」について、利用者の年齢構成は比較的上の方が多い。例えばバイオリンを個

人で練習する方が週１回は必ず利用したり、またホールの利用に関しても、地域でピアノ教室を開

いている先生が生徒を引き連れて演奏の発表会を行うなどの利用形態が多いと伺っている。こうし

た利用者がリピーターとなり「常連客」として定期的に利用するようである。 

広報活動に関する取組については、定期的なメールマガジンの配信、地元紙へのイベント掲載、

SNSを通じた配信などを行っている。 

 

〇佐藤委員 

資料１－１②で「県立保土ケ谷公園などとも連携を図り」と記載されている。この「連携」とい

うことに関して、指定管理者からの働きかけがあって進めているものか、それとも公園側からの働

きかけがあって進めているものか、教えていただきたい。 

 

〇文化課 

 働きかけに関しては双方で行っている。当該施設は保土ケ谷公園内に設置されているため、昔か

ら保土ケ谷公園とは連絡を密にしながらイベントの開催などを実施しており、こうした情報につい

ては、日頃から双方で共有するようにしている。 

 

〇佐藤委員 

おそらく選定時の提案内容の中に保土ケ谷公園との連携が位置付けられており、提案どおりに実

施されているものだと思われる。周囲の関連施設との連携をどのように発展させていくかというと

ころも指定管理者に求めたいところであり、そうした取組が実際に行われている点は評価できる。 
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〇小林委員 

資料１－１②で「優先利用を認めている神奈川フィルについても、年間 90 日以内を遵守した」

との記載がある。ホールなどの利用率は約 80％とのことであるが、この優先利用に関して、仮に空

きが多く生じていても、神奈川フィルが利用する場合には、一般の方は利用できないことを意味す

るのか。 

 

〇文化課 

 神奈川フィルの練習利用は、年間 90 日間まで優先利用できるという決まりになっており、その

範囲内で利用してもらっている。一般の方が予約する前に、神奈川フィルが先に予約を入れるかた

ちとなっている。 

 

〇澤田委員 

資料１－１①の収支状況について確認したい。経費節減に関する記載がある一方で、感染症対策

に係る消耗品を購入したことにより支出が増えた旨も記載されている。ここで経費節減が意味する

のは、什器備品費、光熱費、感染症対策以外の消耗品費の出費を抑えたことを指していると理解す

ればよいか。 

 

〇文化課 

 そのとおりである。特に緊急事態宣言による休館中などは必要最低限の出費に抑えるなど、積極

的に経費の節減に努めたと伺っている。 

 

〇小島委員長 

 令和２年度は利用者満足度のアンケートを実施することができなかったと記載されているが、ラ

イブ配信の際に視聴者からのアンケートは実施したか。 

 

〇文化課 

 ライブ配信でのアンケートは実施しなかった。 

 

〇小島委員長 

 資料１－１①で無料のライブ配信を行った際の視聴者数が記載されている。この人数を見る限り、

ホールの客席数を上回る大勢の方がライブ配信を視聴されていることが分かる。これは、コロナ禍

にあって、極めて代替性の高い取組であることが伺える。 

指定管理施設の評価にあたり、公の施設の物理的な利用という側面にだけ焦点をあて評価しよう

とすると、資料記載のとおり令和２年度の利用状況はＣ評価という結果になってしまうが、本来、

公の施設というのは県民の皆様へ公共サービスを提供することを目的としている。こうした観点か

ら見ると、確かに物理的な利用状況はＣ評価かも知れないが、無料のライブ配信を通して、ホール

の客席数を上回る大勢の方々にサービスを提供できたという実態がある。 

ところが、現在の評価システムは、公の施設の物理的な利用という側面のみを評価対象としてい

るので、今回のような無料のライブ配信という高い代替性を有する取組が評価対象から外されてし
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まっている。本来の目的に立ち返れば、このような代替性の高い取組に関しては、評価対象に組み

込み、結果にも反映することが望ましいと言える。 

また資料１－１②で「コンサートホールとしての新たな価値を向上させ、県民に多様な文化芸術

を提供する場の創出をする」との記載があるが、この「新たな価値を向上」するという部分は、コ

ロナ後にあっても活用していける取組である。例えば台風が迫っている場合やバリアフリー、ユニ

バーサルデザインの観点から、普段ホールに来られない方々に対しても、ライブ配信という手法を

活用すれば、サービスを提供することが可能になる。つまり、指定管理者とのコミュニケーション

を通じて生み出された、このような工夫の中に、実は新たな価値を生み出す可能性が秘められてい

るのであり、こうした取組を今後の評価にも反映していくことで、ＰＤＣＡの好循環が生み出され

ていく。 

従来のように物理的な利用にだけ視点が狭まってしまうと引き算の論理でＣ評価となってしま

うが、今回のように指定管理者の新たな取組にも視野を広げた場合、そこには評価すべき代替性の

高い事業がある。そして、このような取組を次年度の事業計画書等にも位置付けて、その後の実績

でしっかりと評価してあげることによって、新しい公共サービスの裾野も広げることができる。そ

の意味では、もっと柔らかい発想で評価様式も検討した方がよいと思う。 

 

〔スポーツ会館〕 

（資料１－２の概要を施設所管課（スポーツ課）から説明） 

 

〇松本委員 

 自主事業の記載を見ると、スポーツ教室や体験会の開催など、体験型のイベントを多数行ってい

る。その一方で講習会や研修会など、体験するというよりは、むしろ教えてもらう、もしくは知識

を増やすといった性質のイベントも幾つかあるように見受けられる。こうしたイベントについては、

動画配信サービスなど、コロナ禍における新たな価値の創出といった観点で、何らかの工夫を検討

しているか。 

 

〇スポーツ課 

 基本的に自主事業の実施に関してはインストラクターと対面して行うものがほとんどであり、現

状においては、動画配信サービスなどは検討していない。 

 

〇小林委員 

 資料１－２①の収支状況で「経費節減には努めたものの、施設・設備の老朽化に伴う修繕費、光

熱水費等が当初予算に比べ増大した」との記載がある。この点について老朽化に伴う修繕は指定管

理者の負担となるのか。 

 

〇スポーツ課 

 施設の修繕に関する費用負担に関して 30 万円未満の小破修繕は指定管理者の負担となり、30 万

円以上の場合は県が負担することになっている。施設の老朽化に伴い、雨漏りなど小破修繕すべき

箇所が増えているのが現状であり、修繕費が増えているという状況である。 
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〇小林委員 

 施設の老朽化に伴い、小破修繕すべき箇所が多くなり修繕費も増えているとの話であるが、その

ような場合の対応としては、どこかのタイミングで大規模修繕などを実施することも考えられるが、

今後も同様に小破修繕を繰り返していくことになるのか。 

 

〇スポーツ課 

 施設の老朽化の状況を踏まえながら、大規模修繕の実施に関しても検討していきたい。 

 

〇澤田委員 

 資料１－２①の利用状況について確認したい。目標値の設定が前々年度、前年度も同じく 47,000

人との記載がある。実績については前々年度が 41,298人で目標達成率 87.9％、前年度が 36,681人

で目標達成率 78％となっている。仮に新型コロナウイルス感染症が収束した後においても、引き続

き目標値 47,000 人を達成していこうとする場合、前々年度、前年度以上の集客努力が必要になる

と思われる。 

資料１－２②で「年間 37日間の開館日拡大」に関する記載があるが、今後、目標値 47,000人の

達成に向けては、この「年間 37 日間の開館日拡大」をもって不足している分を近づけていこうと

考えているのか、それとも「年間 37 日間の開館日拡大」だけでは足りないので、それ以外の取組

も並行して検討しているか、教えていただきたい。 

 

〇スポーツ課 

 指定管理者にも確認し、後日回答したい。 

〔後日確認結果〕 

今後の目標達成に向けた取組として、「年間 37日間の開館日拡大」だけでなく、県スポーツ協

会の理事会や評議員会で周知を行い、ウェブサイトでも引き続きＰＲを行っていくとともに、SNS

を活用した広報を現在検討中である。 

また、コロナ禍で県内学校の一斉休校やスポーツイベントの中止に起因する、子どもの運動

不足による体力低下を解消することを目指し、令和２年度の新たな取組として、スポーツ体験

会を無料で開催したが、令和３年度も引き続き開催し、多くの子どもたちに身体を動かすこと

の楽しさを体験できる機会を提供する。併せて、地域のクラブ活動でスポーツ会館を利用して

いただけるようＰＲしていく。 

さらに、隣接する横浜市立市民病院との施設利用に関する協力体制が取れるか等、協議を検

討中である。 

 

〇佐藤委員 

 資料１－２①の収支状況について確認したい。資料に「施設・設備の老朽化に伴う修繕費、光熱

水費等が当初予算に比べ増大した」と記載されている一方で、利用状況は減少傾向にある。利用者

数が減少しているにも関わらず、光熱水費等が増大した理由を教えていただきたい。 
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〇スポーツ課 

 コロナの影響で利用者数が少なくなったとしても、例えば体育館などは平常時と変わらないかた

ちで稼働していると思う。詳細は指定管理者にも確認し、後日回答したい。 

〔後日確認結果〕 

改めて確認したところ、光熱水費等の増大は誤りであり、当初予算に比べ減少していたことか

ら（前年度の実績と比較しても減少）、資料１－２①の記載内容を修正した。 

 

〇小島委員長 

 基本的に施設の改修に関しては県が負担し、施設の修繕に関しては金額基準に基づいて県と指定

管理者との間で分担している。具体的には県と指定管理者との間のリスク分担を募集要項の中で示

し、その後の協定等で双方の具体的な負担の基準を定めているものと思われる。通常はその後に変

更するようなこともないだろうと思う。 

その上でファシリティマネジメントの観点から考えれば、トラブルが起きてから事後的に都度対

処するよりも、むしろ計画的に修繕を実施する方が、将来的な施設の維持管理経費の跳ね返りを抑

制し、指定管理者にとってもトータルコストの上昇を抑えることが可能になると思う。 

また、光熱水費等が増大することは環境負荷を上昇させることにも繋がる。神奈川県も環境マネ

ジメントシステムを推進していると思うが、指定期間２年度目ということで、今後は環境への配慮

といった観点からも、なるべく光熱水費のかからない施設管理のあり方を、県と指定管理者が一緒

になって工夫していただくことも重要と思われるが、この辺りの検討状況はどうか。 

 

〇スポーツ課 

 施設がリニューアルして 20 年以上経過しており、施設の老朽化が目立ち始めてきているのも事

実である。例えば LED化の推進などを行っているが、環境に配慮した施設管理のあり方に関しては

今後の検討課題と考えている。 

 

〇小島委員長 

 資料１－２②のコンプライアンスについて、障がい者の法定雇用率が未達成となっている。こち

らの団体は法定雇用義務が課された事業者か、それとも努力目標として記載しているものか。 

 

〇スポーツ課 

 こちらの事業者は法定雇用義務の対象外となるので努力目標として記載している。 

 

〇小島委員長 

努力目標ということであるが、法令上のコンプライアンスという観点とは別に、当該施設は県の

スポーツ会館というシンボリックな役割を担っており、また神奈川県も障がい者スポーツの推進に

力を入れていると思う。 

そういった意味では、今後、資料記載のとおり積極的な姿勢で県として何ができるのかといった

観点からも、障がい者雇用に取り組んでもらいたいと思う。 
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〔武道館〕 

（資料１－３の概要を施設所管課（スポーツ課）から説明） 

 

〇松本委員 

 資料１－３①の利用状況について確認したい。新型コロナウイルス感染症の対応を記載する欄に、

緊急事態宣言に伴い、宿泊先を失ったネットカフェ難民の緊急受入を実施した旨が記載されている。

県とどのような連携や調整を行い実施したものか、教えていただきたい。 

 

〇スポーツ課 

 ネットカフェ難民の受入は指定管理者や県コロナ本部と調整を行い実施したものである。武道館

の中に畳の会場があり、そこに県職員と指定管理者職員が一緒になってお弁当を配ったり、ふとん

を準備したり、24時間体制で受入を実施した。 

 

〇澤田委員 

 資料１－３①の収支状況について確認したい。県との協議を通じて指定管理料を増額した旨が記

載されているが、指定管理料を増額する際の基準はあるのか。 

 

〇スポーツ課 

 指定管理料の増額に関しては県の財政課と行政管理課が基本的な考え方を定めている。例えば緊

急事態宣言に伴う休館等によって減少した収入相当額などが対象となる。こうした考え方に基づき、

スポーツ会館や西湘スポーツセンターに関しても同様に増額している。 

 

〇佐藤委員 

 資料１－３①の利用者満足度について確認したい。令和２年度はＳ評価となっており、満足と回

答した理由の中に、職員対応が良かったとの記載がある。他のスポーツ施設でも職員対応が高い評

価を受けているが、具体的にどのような対応をしているのか、教えていただきたい。 

 

〇スポーツ課 

 あいさつや声かけを普段から丁寧に行うなど、基本的な利用者応対がしっかり行われているもの

だと思う。利用者満足度の評価は、利用者の考え方にも左右される側面があると思うが、武道館を

利用される方というのは、基本的に武道に親しんでおり、礼儀正しい方が多いということも影響し

ていると思われる。 

 

〇小林委員 

 資料１－３①の収支状況について確認したい。新型コロナウイルス感染症の影響により、休館時

期が長く、施設利用者の減少もあって、利用料金収入が減少した旨が記載されている。支出は昨年

度との実績対比で若干減少している程度であるが、武道館について光熱水費等のかかり方はどうだ

ったのか、教えていただきたい。 
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〇スポーツ課 

 極力電気を消すなどの基本的な節電対策を行っている。また、冷暖房がない施設でもあり、今年

度に設計を入れて、来年度に工事を実施する予定で進めているが、光熱水費等はそこまで多くかか

っていないという認識でいる。 

 

〇小島委員長 

 資料１－３①に「平常時の利用に戻った際の施設運営を見ない限り、３項目の正当な評価は難し

いと考える」と記載されているが、武道館という施設の特性を考えると、やはり剣道や柔道などの

利用にあたり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けやすいことが考えられる。 

また前々年度の目標達成率が 99.9％、前年度の目標達成率が 92.7％となっており、利用状況が

逓減している。新型コロナウイルス感染症のような外的要因がなかった年度においても、目標値に

至っていないので、今後の目標達成に向けては更なる取組が必要になると思われる。 

今後、武道以外の利用も含めて、新型コロナウイルス感染症が収束した後、どのように目標を達

成しようと考えているか、もしくは指定管理者の努力とは関係なく、利用者数が漸減傾向を辿って

いくような構造的な要因が存在するのか、教えていただきたい。 

 

〇スポーツ課 

 夜の利用率は高いが、特に平日の午前中から昼間の利用率が低い状況である。ここの利用率をど

のように上げていくかが課題としてある。もう一つは柔道や剣道の競技人口そのものが減少してい

るといった要因も考えられる。他には横浜市が新たに「横浜武道館」を建設したことから、そちら

に利用者が流れているといった部分もあると思う。 

今後は柔道や剣道の魅力を広報していくとともに、県立武道館にしかない良さも発信していきな

がら、目標達成に向けて取り組んでいきたい。 

 

〇小島委員長 

 施設の老朽化だけではなく、競技人口の問題など構造的な要因も影響している中にあって、武道

という伝統的なスポーツを、今後どのように振興していくかという点は重要な課題でもある。従来

の武道館という伝統的な枠を超えて、もっと裾野を広げる取組が求められていると思う。 

 

〔西湘スポーツセンター〕 

（資料１－４の概要を施設所管課（スポーツ課）から説明） 

 

〇小林委員 

 資料１－４①の利用者満足度について確認したい。他の２施設と比較してアンケートの配布数や

回収数が多いが、どのような工夫をしているのか、教えていただきたい。 

 

〇スポーツ課 

 地域性が関係しているかも知れない。周辺に類似の施設がないので、西湘地域の大きな大会やイ

ベントなどはこちらの施設を利用していただいている。利用者も職員も顔なじみというところがあ
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るので、快くアンケートを記載してもらっていると思う。詳細は指定管理者にも確認し、後日回答

したい。 

〔後日確認結果〕 

例えばアンケートの配布期間と回収期間に十分な時間を設けたり、受付時に施設利用者全員に

対して調査協力の声掛けを行い、積極的に用紙を直接配布するなどの工夫を実施している（団体

利用の場合も同様の対応を行っている）。 

 

〇澤田委員 

 資料１－４①の収支状況について確認したい。県との協議により指定管理料が増額された結果と

して収支がプラスになっている。こちらの施設の場合、マイナス部分の補填ということではなく、

閉館等の影響を増額したということで、収支がプラスに転じていると考えればよいか。 

 

〇スポーツ課 

 そのとおりである。 

 

〇事務局 

 指定管理料の増額について補足説明したい。まず指定管理料の取扱いに関しては、債務負担行為

を設定し、年度ごとに決められた額を協定に基づき支払うことを原則としている。そのため、例え

ば指定管理業務の実施にあたり指定管理者に利益あるいは損失が発生しても、指定管理料の増減に

よる精算は行っていない。例外として、指定管理業務の開始後に指定管理料の積算に影響を及ぼす

状況変化があった場合、県と指定管理者が協議を行い、必要に応じて指定管理料を変更することに

している。今回の新型コロナウイルス感染症の対応については、この例外に該当するものとして、

指定管理料を変更しているものである。 

次に増額の考え方について、これは過去３年間の収入及び支出の平均額や計画額と該当する期間

の実績額の差を算出し、その中で県の方針に沿った新型コロナウイルス感染症による影響額と説明

できる額について、県の財政当局が査定を行い、最終的に指定管理料の増額分を算出している。ま

た、感染対策上必要な消耗品などの購入を目的として、国の地方創生臨時交付金も活用している。 

 

〇佐藤委員 

スポーツ施設については、比較的年齢層の高い方が多く利用されているという印象を持っており、

高齢者の方々の健康を支えている施設であると思っている。先ほど未病の取組について説明があっ

たが、元気な高齢者を増やすことが求められていることを考えると、スポーツ施設の持つ役割は大

きい。しかし、これまで施設を利用していた多くの高齢者が、新型コロナウイルス感染症の影響で

外出できなくなってしまい、身体的または精神的なダメージを相当受けていると聞く。その意味で

は、新型コロナウイルス感染症が収束した後、当初の提案内容をただ実現するだけにとどまらず、

コロナでダメージを受けた高齢者を再び元気にしていけるような新たな取組も必要になってくる

のではないかと思う。 

但し、当初の提案にはないプラスアルファの取組内容となるので、指定管理者との調整なども当

然必要になると思うが、コロナ後を見据えた事業展開について、施設所管課の考えをお聞かせいた
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だきたい。 

 

〇スポーツ課 

 本来であれば、現在のオリンピックを最大限に活用して、様々な取組を実施していく予定であっ

た。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響によりそれができなくなってしまった。今後はパラ

スポーツなど、高齢者でも気軽に取り組める運動があるので、新型コロナウイルス感染症が収束し

た後は、そうした取組も普及させていきたいと考えている。 

 

〇小島委員長 

 「未病センター」は一時的に開設された施設か、それとも恒常的な施設か。 

 

〇スポーツ課 

 恒常的に開設された施設である。 

 

〇小島委員長 

 佐藤委員からも意見があったように、今後は「未病センター」のような機能が県として重要にな

る。スポーツを実施する機会を提供するという部分では、多くの民間事業者や基礎自治体でも実施

しているところであるが、「未病センター」のような施設は県にしかない。こうした機能を取り入れ

ていくことが、今後の更なるサービスの向上にも役立つのだと思う。 

 

〇松本委員 

 資料１－４①の利用者満足度について確認したい。令和２年度はＳ評価ということで職員の接客

対応も高く評価されている。一方で、昭和 57 年の開設で老朽化も進行しているのではないかと心

配する。今後、施設の建替計画などの予定はあるか。 

 

〇スポーツ課 

 接客対応に関しては、職員の方が定期的に施設点検にまわってくださり、軽微な修繕なども行っ

ていただいている。そうした部分が評価に結びついているのだと思う。施設の建替に関しては現在

のところ予定していない。 

 

〇小島委員長 

 救急救命士の確保、環境ボランティアの確保、障がい者雇用の法定雇用率など、いずれも未達成

となっている。提案と実績との間の齟齬が目立つが、施設所管課として今後どのように改善しよう

と考えているか、教えていただきたい。 

 

〇スポーツ課 

 確かに幾つか未実施となった提案内容があるが、当該内容については指定管理者ともよく調整し、

実施に向けて改善を促していきたい。 
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〇小島委員長 

新型コロナウイルス感染症が収束した後、施設自体もフル稼働していくと思うが、そうなった場

合の職員の労働環境についても、しっかりと注視してもらいたい。 

 

〔ビジターセンター〕 

（資料１－５の概要を施設所管課（自然環境保全課）から説明） 

 

〇松本委員 

 資料１－５①の利用状況について確認したい。新型コロナウイルス感染症への対応を記載する欄

にセルフガイドやＱＲコードを利用した少人数、短時間の自然解説を行ったことが記載されている。

これは感染症対策の取組を工夫した点として評価できると思う。 

近年、アウトドアブームもあるが、県の施設の中で自然環境の保全に触れる機会があることは貴

重である。SNS なども活用して広報されているようだが、例えば自然環境に関心が薄い方々に対し

て、何か目につくようなかたちで広報を工夫している点があれば、教えていただきたい。 

 

〇自然環境保全課 

 これまでの取組で申し上げると、例えば横浜での出張展示などを実施している。令和２年度は新

型コロナウイルス感染症の影響で実施できなかったが、それ以前はビジターセンターに来訪する方

を単に待つだけではなく、横浜で出張展示を開催し、都市部の方にも積極的に働きかけていくよう

なイベントを開催していた。新型コロナウイルス感染症が収束したら再開していきたい。 

また秦野ビジターセンターに関しては、秦野戸川公園の一角に位置しているので、都市公園に遊

びに来た方が、気軽にビジターセンターに立ち寄り、自然環境に関心が薄い方々にも楽しんでもら

えるような工夫を行っている。 

 

〇佐藤委員 

 アンケート回収率が 100％であるが、これはＱＲコードを活用して回収しているのか。 

 

〇自然環境保全課 

 アンケートの回収に関しては、ビジターセンターに来られた方に紙で書いていただき、その場で

全て回収する形態をとっているので、回収率 100％という結果になっている。 

 

〇佐藤委員 

 紙の受け取りで回収率 100％はすごいと思う。ＱＲコードを活用したサービスも行っているよう

なので、今後はアンケートの実施に関してもＱＲコードを取り入れていけば、集計などもより効率

的に行っていけるのではないかと思う。 

また、展示室の再開以降は利用者数が前年度より増加したとの説明であるが、これは新型コロナ

ウイルス感染症の影響で行動範囲が制限される中、ビジターセンターの価値が再発見されて、近隣

住民の新規利用者が増えたからではないかとも推察される。いずれにせよ、新規利用者の増加に向

けて、今後も引き続き取組を継続していただきたい。 
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〇小林委員 

 資料１－５①の自主事業について確認したい。令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響で

閉館されていた期間も長かったと思うが、前年度と比べて収入が増えている。増収の具体的な理由

を教えていただきたい。 

 

〇自然環境保全課 

 詳細は指定管理者にも確認し、後日回答したい。 

〔後日確認結果〕 

増収の理由については、令和元年度末からオリジナルバッジを制作して販売を始めているが、

バッジの売上が伸びたことで令和２年度の収入が増加したものである。その他、販売している地

図、冊子、飲み物類の売上は、新型コロナウイルス感染症の影響で減少したが、バッジ増との差

引では収入が増えており、令和２年度は自主事業収入の約半分がバッジの収入となった。 

  

〇澤田委員 

 資料１－５①の指定管理業務について確認したい。４月から６月にかけて展示室を閉鎖している

が、支出が減っていない背景としては、人件費等の固定費に影響がなかったということか。 

 

〇自然環境保全課 

 確かに展示室自体は閉鎖していたが、問合せ対応等で職員は通常どおり出勤しており、また展示

室の閉鎖により空いた時間を活用して展示物のメンテナンスなども実施した。そのため、人件費等

の固定費が減るようなことはなかったと聞いている。 

 

〇小島委員長 

 資料１－５①の利用状況について確認したい。ビジターセンターは秦野と西丹沢の２つのセンタ

ーに分かれているが、利用者数の内訳を教えてもらいたい。秦野は都市公園内に位置しており、駅

からも近いが、西丹沢は駅からも遠く、地理的な条件に相違が見受けられる。利用者層にも一定の

違いがあるように思うが、相対的にどちらの方が多いか。 

 

〇自然環境保全課 

 詳細は指定管理者にも確認し、後日回答したい。なお、秦野の方は都市公園に来る方が立ち寄る

施設でもあり新型コロナウイルス感染症の影響を受けやすいと思われるが、西丹沢の方は山登りを

メインに来る方が多い施設であるため影響は限定的かも知れない。 

〔後日確認結果〕 

利用者数の内訳は次のとおりである。 

・秦野ビジターセンター：平成 31年度 124,852人、令和２年度 83,789人（対前年度比 67％）  

・西丹沢ビジターセンター：平成 31 年度 97,319人、令和２年度 83,456人（対前年度比 86％） 

秦野は新型コロナウイルス感染症の影響で利用者数が大幅に減少したが、西丹沢は影響が少な

く、結果として令和２年度はほぼ同数の利用者数となった。 
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〇小島委員長 

 利用状況の目標達成率を見ると、前々年度は 100.8％、前年度は 97.3％で若干 100％を下回る状

況である。こうした経年変化は誤差の範囲内という理解か、それともコロナ前から利用者数の落ち

込む要因があったのか、教えていただきたい。 

 

〇自然環境保全課 

 台風や悪天候の影響によって一時的に登山者の利用が減少するということがある。何かの要因が

あって、徐々に減少傾向を示しているものではないと思う。 

 

〇小島委員長 

澤田委員の質問にも関連するが、展示室の閉鎖に伴い、ビジターセンターの見学者に対する対応

が不要になった部分もあるだろうと思われる。そのことで生じた余力を活用し、周辺環境への目配

りなど、通常の業務を超えて対応された取組があれば教えていただきたい。 

 

〇自然環境保全課 

 職員もセンター内に閉じこもっていたということではなく、主要な登山ルートの見廻りを行いな

がら、登山道を所管する自然公園課への情報提供に努めてもらったり、登山者に入山届を書いても

らうよう声かけをした。また、初心者へのアドバイスなども行ってもらった。 

 

〇小島委員長 

 資料１－５②の「SDGs（持続可能な開発目標）への取組」欄について、令和２年度の事業実績と

して、「（公財）神奈川県公園協会 SDGs 宣言」に基づき、生物多様性の保全や地球環境に配慮した

公園管理等に取り組んだ旨が記載されている。具体的にどのような SDGs への取組を行ったのか、

教えていただきたい。 

 

〇自然環境保全課 

 指定管理者にも確認し、後日回答したい。 

〔後日確認結果〕 

ビジターセンターの運営業務そのものが、生物多様性保全につながる環境教育であり、SDGｓ

との親和性も高い。具体的な取組として、外来生物の防除（特定外来生物の情報提供）、再生可

能エネルギーの活用（ペレットストーブ）、質の高い学習のための展示（ハンズオン展示）など、

SDGｓにつながる様々な活動を実施した。 

 

〇小島委員長 

最後に「指定管理業務を行う際の環境への配慮の状況」欄について、先ほどの SDGs への取組と

も関連する内容となるが、ビジターセンターは施設の特性から、環境マネジメントシステムの観点

も踏まえ、特に環境負荷の軽減に取り組むことが求められる施設でもある。ここの課題分析等の記

載内容に関しては、今後、もう少し具体的な内容を記載した方が望ましいと思う。 
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議題３ 「指定期間４年度目のモニタリング結果報告書」 

（資料２－１から資料２－４の概要を事務局（行政管理課）から説明） 

 

〇松本委員 

大船フラワーセンターの利用者満足度について確認したい。令和２年度のアンケート回収数が

1744で、前年度 532の３倍以上も増えていることが分かる。アンケート回収数がここまで増加した

理由を教えていただきたい。 

 

〇事務局 

 アンケートの配布方法の見直しが大きな理由である。前年度は聞き取り調査の方法でアンケート

を実施していたところ、令和２年度からインフォメーションにアンケートを配架し、来園者に声掛

けする方法に変更している。その結果、アンケートの回収数を大きく増加させることができたと伺

っている。 

 

〇佐藤委員 

 同じく大船フラワーセンターの苦情・要望等について確認したい。要望の中に「物販を増やして

ほしい」との記載がある。現在、大船フラワーセンターにある物販事業にはどのようなものがある

のか。そして、具体的にどのような物販を増やしてほしいという要望が上がっていたのか、教えて

いただきたい。 

 

〇事務局 

多くの指定管理施設では物販事業を自主事業に位置付けて実施しており、大船フラワーセンター

についても自主事業の欄に花売店やインフォメーション売店が記載されている。 

なお、こちらの指定管理者はアメニス大船フラワーセンターグループで、構成企業には株式会社

日比谷花壇が含まれている。県直営の時代から開花時期に合わせて施設特有の花苗などの販売をし

ているが、新型コロナウイルス感染症の影響により、こうした物販事業にも影響が出ているかも知

れない。詳細は施設所管課に確認し、後日回答したい。 

〔後日確認結果〕 

花売店とインフォメーション売店では、花苗、種、花束、アロマ関連グッズ、栽培キット、飲

料、アイスなどを販売している。入園者から「花の種の種類を増やしてほしい」「栽培道具の販売

を充実してほしい」といった要望が寄せられたものである。 

 

〇小林委員 

 伊勢原射撃場の管理運営等の状況について確認したい。他の施設では新型コロナウイルス感染症

の影響により体験会等の事業を中止していると思うが、伊勢原射撃場では特段中止とはせず、予定

どおり実施されたという理解でよいか。 

 

〇事務局 

 緊急事態宣言の発令に伴い、施設を休場した期間はあったが、完全に事業を中止したものはなか
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ったと伺っている。また休場した期間に関しても、既に予約済みのものやナショナルトレーニング

センター競技別強化拠点としての利用、また銃砲所持許可に係る講習・教習は実施していたとのこ

とである。 

 

〇澤田委員 

 津久井やまゆり園と三浦しらとり園に共通する内容であるが、利用者満足度の評価にあたり、こ

れまで利用者本人からアンケートを取ってこなかった理由を教えていただきたい。 

 

〇事務局 

津久井やまゆり園と三浦しらとり園については、この後、障害サービス課にお越しいただくこと

になっており、議題４の中で併せて回答させていただきたい。 

 

〇小島委員長 

 この点に関しては、評価システムとの関係で確認したい部分があり、後ほど説明させていただく。

私からは大船フラワーセンターの利用状況を確認したい。前年度の利用状況も前々年度と比較して

大きく減少しているが、その理由を教えていただきたい。 

３か年の経年推移を見ると減少傾向にあり、同じ指定管理者が継続して管理運営を行っている中

にあって、どのような要因で利用者数が減少し続けているのか確認したい。 

 

〇事務局 

 昨年度のモニタリング結果報告書には、新型コロナウイルス感染症の影響により、早春の入園者

増が見込まれる３月の開園日が８日間と大幅に減少したことなどが記載されている。詳細は施設所

管課に確認し、後日回答したい。 

〔後日確認結果〕 

利用者数の減少要因として、令和元年度については、９月と 10 月の台風上陸、10 月の長雨と

いった天候不順、３月の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による臨時閉園などが影響して

いる。令和２年度については、前年度３月と同様、４月～６月の臨時休園が影響している。 

 

〇小島委員長 

 伊勢原射撃場のようなスポーツ施設の場合は利用者層がある程度特定されていると思うが、大船

フラワーセンターのような集客施設の場合は利用者層が不特定多数であるため、新型コロナウイル

ス感染症の影響も、その分受けやすいといった側面があるのだろうと思う。但し、屋外施設がある

ので、リカバリーしやすい施設かもしれない。 

 

〇松本委員 

 湘南港の安全管理業務に関する件で確認したい。管理運営等の状況で「海面監視として、レスキ

ュー艇による海上パトロール及び海上レスキューを行った」との記載がある。現地調査で葉山港に

伺った際、本来、指定管理者が管轄する区域ではない場所で起きた事故等についても、公の施設を

管理運営している指定管理者としては、一定対応にあたらなければいけない旨の説明があった。 
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湘南港の安全管理に関しても管轄区域外で起きた事故等について一定の対応をされているのか。

また海上保安庁や消防等との連携をどのように行っているのか、参考までに教えていただきたい。 

 

〇事務局 

 詳細は施設所管課に確認し、後日回答したい。 

〔後日確認結果〕 

湘南港では、基本的にはディンギー及びクルーザーの活動海域においてパトロールやレスキュ

ー等を行っているが、トラブル等が起きた際には、場所を聞き取り、対応できる場所であるか等

を判断のうえ、対応している。また、定置網への絡網、人身事故、衝突事故等については、海難

事故にあたるため、まず警察や海上保安庁に連絡することにしている。 

 

〇小島委員長 

 湘南港の指定管理料は若干減額されているが、その理由を教えていただきたい。 

 

〇事務局 

 オリンピックの延期に伴う開催準備期間や施設の利用制限期間の延長により経費が減少したこ

と、また国から雇用調整助成金を受けたことなどもあり、最終的に指定管理料を一部減額したとの

報告をいただいている。 

 

議題４ 「令和４年度に指定期間満了予定の施設の管埋運営状況総括」 

（資料３－１から資料３－２の概要を事務局（行政管理課）から説明） 

 

〇澤田委員 

 先ほど申し上げたことで繰り返しになるが、三浦しらとり園と津久井やまゆり園に関して、利用

者満足度を利用者ご本人から聞いてこなかった理由を教えていただきたい。 

 

〇障害サービス課 

 これら２つの施設は主に重度の知的障がい者の方を対象とする施設である。そのため、ご本人か

ら利用者満足度のようなアンケート調査を実施することは難しく、そもそもできないだろうという

考えのもと、これまでは調査を行わず、代わりにご家族からの調査結果をもって、利用者満足度の

評価結果としてきた経緯がある。 

今回、Ｓ評価からＡ評価に区分を変更した理由として、津久井やまゆり園においては現在、ご自

身の意思を表出できない方であっても、ご本人の意思をしっかり把握するための意思決定支援とい

う取組を行っている。これまでは重度の知的障がいをお持ちになる方だから、利用者満足度のアン

ケート調査は実施できないであろうという思い込みの中で進めてきた部分があったが、施設側、そ

して県も同じであるが、今回そうした思い込みの反省に立ち、本来ならご家族からだけではなく、

利用者ご本人からも、満足度をしっかりと確認すべきであったという考えに基づき、従来のやり方

であればいずれの施設でもＳ評価であったところ、１つ区分を下げて、今回はＡ評価とさせていた

だいた次第である。 
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〇澤田委員 

続けて、もう一点確認したい。これまで意見を聞いてきた利用者自治会とは具体的にどのような

会になるのか。 

 

〇障害サービス課 

利用者自治会とは入所している利用者の皆さんで構成された会である。津久井やまゆり園では、

皆さんピザが大好きなので、通称「ピザの会」という名前で活動を行っている。これは利用者だけ

ではなく、普段から日常生活を見ている支援職員も一緒になって活動を行っている会である。 

この会の中で利用者の皆さんから今の生活についてどうなのかという点をいろいろとお聞きし

ている。そして、改善に向けた意見が出てくれば、それを職員が吸い上げて、園の運営に反映して

いくという取組を行っている。 

 

〇小島委員長 

重度の知的障がいをお持ちの方の満足度を評価する方法というのは一般的に確立されているの

か。あるいは県内も含めた同類の施設で適用されているか、教えていただきたい。 

 

〇障害サービス課 

 本県では４段階評価で利用者満足度調査を実施しているが、こうした４段階で評価を求めるとい

う方法は、何か確立したものとして、同類の県立施設や他の民間施設で事例があるとは伺っていな

い。ただ、我々としては、これまで意思決定支援を通じて、ご本人の意思をしっかりと拾い上げる

という取組を行ってきているので、４段階まで細かく拾い上げられるかどうかは今後の検討が必要

だと思っているが、利用者の皆さんの意思をどのような手法で拾い上げられるかという点について

は、今後、園も含めて、それぞれの施設の状況も見ながら検討していきたいと考えている。 

また、利用者の皆さん全員が満足度調査に回答してくれるとも限らないので、例えば利用者ご本

人だけではなく、別の施設に入っている入所者の方、もしくは施設から出られている知的障がい者

の方など、いわゆる当事者として同じ状況にある方々にも園の生活を見てもらい、その中で評価し

ていただく。本来の満足度調査とは少し離れるかも知れないが、同じような知的障がいをお持ちで

ある当事者の方が園を見たときに、どう思われたかといった意見も反映できればと考えている。 

昨年度、津久井やまゆり園の指定管理者を非公募で選定したが、当該選定に係る外部評価委員会

の中に、当事者代表の委員にも入っていただいた。当該委員から率直な意見がたくさん出てきたと

ころでもあり、同じような知的障がいをお持ちである当事者の方からの意見を反映するということ

も含めて、今後は広く検討していきたいと考えている。 

 

〇小島委員長 

こちらは非公募の施設ということでよいか。 

 

〇障害サービス課 

津久井やまゆり園については令和３年８月から令和５年３月いっぱいまでの１年８か月につい

て非公募で選定を行っている。その後は公募で実施していきたいと考えている。 
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〇小島委員長 

今回の利用者満足度の件は評価システムの問題として考えなくてはいけないと思っている。すな

わち、指定管理者から提出されてきた提案書の中に、あらかじめ当事者からも利用者満足度を聴取

することが書かれていたにも関わらず、達成できていなかった。あるいは基本協定書を締結する中

で、事前に目標設定していたり、指定管理者側とのコミュニケーションを通じて、あらかじめ実施

することになっていたけれども、達成されていなかった。そういうことであれば、今回のように評

価区分を１段階下げるというのは理解できる。 

しかし、これは指定管理者に対する評価であるので、施設所管課の皆さんにとって、こういうこ

とが必要であったというお気持ちはよく理解できるが、それと指定管理者の評価を引き下げること

とは、別の問題として考えなくてはいけない。つまり、事前に提案書や協定書等の中に位置付けら

れていないのであれば、それは後出しジャンケンということである。 

本来であれば、提案書や協定書に基づく業務が適切に達成されているかどうか、そこで評価を判

断し、なお今後の改善課題があるのであれば、定量的なＳやＡ等の評価とは別に、今後の課題とし

て定性的に記載すればよい話である。指定管理者は行政処分によって決定されるので、例えば施設

所管課として問題があるから評価区分を１段階下げるけどいいかと行政が働きかけて、指定管理者

も行政からそのように言われたので分かりましたと評価の引き下げに応じてしまった場合、そこに

権力関係が発生してしまう。この点は気をつけなければいけない。評価区分を引き下げる理由のメ

ッセージ性は理解できるが、指定管理者の評価と今後の課題の部分は明確に切り分けて考えるべき

である。 

もし、ここが許されてしまうと、当該２つの施設のケースだけではなく、他の指定管理施設の評

価にも波及してしまう恐れが考えられる。もしも、事前の約束にはなかったことであるにも関わら

ず、行政が評価を引き下げていいかと働きかけて、実際に評価を引き下げてしまうといったことが

始まってしまうならば、そこから指定管理者制度のモニタリングに関する評価システムそのものの

信頼性が揺らいでしまう。ご自身が所管する施設だけではなく、全体を見て判断しなければいけな

い。これは行政管理課も含めて、きちんと公正に、客観的に見ていく。仮に評価が高くても課題は

見えてくるので、そこはきちんと書けばよいと思う。 

それからもう一つ。意思決定支援を通じてグループホームなどへ移行させていく取組がある。こ

れ自体はとても素晴らしいことであるが、地域生活への移行が進めば進むほど、施設の利用者数が

減少していくので、その結果として評価も下がってしまう。利用状況の評価は、客観的な数字の結

果をもって出すため、人数が下がればやむを得ない。ここは定性的に補正して評価できることかも

知れない。 

しかし、問題なのはノーマライゼーションとの関係である。現在の評価システムでは、利用状況

は人数で判定するので、利用者数の多い施設が評価される仕組みとなっているが、施設から地域へ

といったノーマライゼーションの観点から考えると、地域生活移行の取組を頑張った施設ほど、結

果として利用率が下がり、評価も下がってしまう。つまり、逆のインセンティブが働いてしまう。

この部分は今後、改善する余地があると思っている。 

重度の障がい者を抱える社会福祉施設の場合、例えばノーマライゼーションの観点から、利用者

の方が無事に退所できたという場合には、そこは評価してあげられる何らかの仕組みを導入する。

そうしないと良い指定管理者が育たなくなってしまう。つまり、評価システムを今後どのように改
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善するかということである。この点については、行政管理課と施設所管課の双方で、フェアに評価

しながら、最終的にはノーマライゼーションを達成できるような方法を考えていただきたいと思う。 

それから先ほど申し上げたように、事前の約束にないことは定性的な表現にとどめるなど、そう

いう改善のご努力をお願いしたい。 

 

〇佐藤委員 

評価システムのことは私も気になっていた。利用者ご本人から直接意見を聞くことはすごく重要

なことであり、その点は理解できる。しかし、いきなり言われて評価を下げるというのでは、やは

り問題であると思う。今回は施設側も納得しているようだが、この施設であればそうかもしれない

だけであり、例えば他の施設でも、今まで協定上の定めに従い、ずっとそれに沿ったかたちで調査

してきたにも関わらず、いきなり評価を下げると言われたら、約束が違うだろうという話になる。 

事前レクの際に、ご家族の方から満足度を聴くという方法については、協定の中に盛り込まれて

いると伺った。そうであればなおのこと、約束と違うことをやるという話になるので、例えば来年

度から実施するなど、事前の告知があってやるのであれば、まだ考えられるが、突然今年から言わ

れて、評価まで下げられてしまう。他の施設への波及ということも含めて考えると、ここは再考し

た方がいいと思う。 

 

〇障害サービス課 

小島委員長、また佐藤委員からも、我々としては大変ありがたいお言葉をいただいたと思ってい

る。昨年の議論で申し上げると、モニタリングの結果でＳ評価やＡ評価が出るということについて

は、議会からも注目されているところである。我々としては、あくまで客観的な指標の中で評価し

ているつもりであるが、これだけ津久井やまゆり園が世の中から言われている中にあって、なぜモ

ニタリング結果報告書の結果はこうなんだと。世間から言われていることと余りにもギャップがあ

るではないかとのご指摘をいただいているところである。こうした意見を、我々としても改めて振

り返った中で、先ほど説明したような改善をしなくてはいけないと考えているところである。 

しかし、委員の皆様からご指摘があったとおり、後出しジャンケンであることは事実であり、そ

の部分はしっかり、ありがたく受け止めながら、改善していきたいと思う。 

また、利用状況の点についても、委員長のおっしゃるとおり、利用者を出せば出すほど人数も収

入も減っていくことになる。一方で定員を超えて利用者を受け入れることはできないという現状も

ある。現在の評価システムからすると、定員を超えることもできないという現状がある中で、社会

福祉施設に対する利用状況のあるべき評価というのは、私どもも考えていかなければならないと思

っている。そこは行政管理課とも相談しながら、より良い方向に持っていきたい。 

〔後日確認結果〕 

利用者満足度については、委員からのご指摘を踏まえ、評価の引き下げを行わないこととした。 

なお、当事者目線の新しい障がい福祉の実現を目指し、令和３年度から満足度調査を利用者本

人に対して実施し、本人の満足度やニーズを園の運営に反映させるため、指定管理者と実施方法

を具体的に協議している。そのため、従来の満足度調査の結果に対する評価は控え、令和３年度

から実施予定の利用者への満足度調査の結果に基づき評価していく。 
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〇小島委員長 

ノーマライゼーションの観点からグループホームなどに移っていく部分については、別の評価項

目を立てる必要があるだろう。三浦しらとり園は、三浦地域の相談拠点にもなっているので、引き

続きグループホームなどに移しながら、かつ、この施設との関係も切れないかたちで、専門的な相

談支援も受けられる。そういう関係性はとても素晴らしいので、評価項目をきちんと作ることが重

要であると思う。 

もう一つ、業務遂行能力についても確認したい。ここは事故・不祥事対応とも関係してくると思

っているが、例えば「５ 事故・不祥事への対応」欄に「リスクマネジメント委員会を設置」と書

いてある。特にこのような社会福祉施設は、リスクマネジメントそのものが、実は業務遂行能力の

かなりの部分を占めているところがある。重度の知的障がい者施設、あるいは高齢者施設もそうで

あるが、業務遂行能力のところに、きちんとリスクマネジメントについての組織的な改善、あるい

は体制構築の部分を反映しておかないと、せっかくの事故・不祥事対応が個別案件の対応のみとな

ってしまう。むしろ、その知見からどういうリスクマネジメント体制を構築したかという点が大事

であり、そこを業務執行に反映していかないと、それこそ業務遂行能力の評価が下がってしまうこ

とに繋がる。 

つまり、アクシデントが起きたことを次に向けてきちんと改善するということ。体制として改善

することは評価できることなので、そこはプラスに評価してもらうというようにしておかないと、

指定管理者にインセンティブとして働かない。問題は隠さずに出して、その上で組織的にきちんと

改善する。それが業務遂行能力のところで、プラスとして評価されることになれば、事故隠しもな

くなり、安全な施設へ向かっていく。そのきっかけであったり、効果が期待できるようになると思

う。正直で良い事業者が、きちんと自分のマイナスを表に出して、そしてその改善をしていく。そ

れが全体としての業務遂行能力、つまりガバナンスということであるが、事故・不祥事対応と業務

遂行能力を合わせてガバナンスとして捉えた方が、良い事業者が育つのだと思う。大変痛ましい事

故が起きたが、これはガバナンスを強化していく。そういう観点から評価していく。そこをぜひお

願いしたい。リスクマネジメント委員会を作ったことは評価できる点であると思う。 

 

〇松本委員 

三浦しらとり園の「７ 業務遂行能力」の欄に課寮長向けに「アンガーマネジメントと叱り方」

をテーマに研修を実施した旨が記載されている。こうした研修は、全ての階層の方が受けたほうが

よいと思うが、この課寮長とは、どういう役割を担われている方なのか、教えていただきたい。 

 

〇障害サービス課 

基本的に園の中には支援を担当する職員がおり、それをまとめる係長のようなポジションの寮長

がいる。寮長というのは、だいたい利用者で言えば 10 名から 20 名ぐらい、職員数で言えば 10 名

から 15 名ぐらいの人数を束ねている方である。その上に課長がおり、課寮長とは２寮程度を所管

しているポジションの方である。 

この階層別研修については、課寮長だけではなく、それぞれの階層に応じた、例えば新規採用の

方や現場担当で中堅になっている方々へも行っている。 
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〇小島委員長 

２つの施設に質問が集中しているが、他の施設に関するご質問やご意見はどうか。 

 

〇事務局 

先ほどの大船フラワーセンターにおける令和元年度の利用者数について、天候不順や秋の台風と

併せて、コロナの影響により減少した旨が資料に記載されているので、参考までに補足させていた

だく。 

 

〇小島委員長 

特に４年度目は、今後、指定管理者制度を継続するかどうかに関わるタイミングとなるので、あ

る程度長いスパンで経年変化を見ていかないと、指定管理者制度を継続することが妥当なのかどう

かが見えてこない。 

もちろん単年度ベースで見れば、台風とか新型コロナウイルス感染症など様々な要因が出てくる

が、もう少し長い年数を見ていく中で、制度適用の妥当性も見えてくるのだと思う。データの作り

方として、３年間だけでは見えない部分があり、今後は少し工夫が必要だろう。 

 

〇事務局 

 データの作り方については事務局で今後検討して参りたい。 

 

〇小島委員長 

続けて「評価理由及び今後の対応」欄についても確認したい。この欄の目的は、当該指定管理者

に継続して施設を管理運営してもらうかどうかの評価理由ではなく、当該施設に指定管理者制度を

引き続き適用するかどうかの評価理由などを記載してもらう欄という理解でよいか。 

 

〇事務局 

 そのとおりである。 

 

〇小島委員長 

例えば湘南港と葉山港について、指定管理者制度による管理運営は有効であると書いてあり、指

定期間４年度目で、もう１年間残っているということもあり、安全に配慮して適切な施設運営にも

努めてもらいたいとの内容が続けて記載されている。 

この部分は、残り１年間分も頑張ってくださいというニュアンスで読めばいいと思うが、引き続

きこの団体にお願いしたいと誤って読まれないよう気を付けた方がいい。特に団体に対する期待を

含むような表現があった場合は誤解されないよう注意を要する。 

 

〇事務局 

 湘南港及び葉山港に係る「評価理由及び今後の対応」欄の記載内容については、施設所管課とも

調整のうえ、誤解を与えない表現に見直して参りたい。 
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〇小島委員長 

もう一つ、指定管理者制度を継続して適用し続けるかどうかの重要な視点としては、パフォーマ

ンスが良好であるかどうか、直営の場合と比較して考えることである。 

先ほど申し上げたように、データをもう少し長く見ていかないと、制度継続の妥当性が見えてこ

ない部分があるが、仮に当該指定管理者のパフォーマンスが良好であれば、その指定管理者が頑張

ったので、引き続き制度を継続してもいいだろうといった推定が働いてくる。 

しかし、問題となるのは、当該指定管理者のパフォーマンスの評価が低かった場合にどうするか

という点である。推定がいくつか出てきてしまう。一つ目はそもそも制度を適用することが問題だ

という推定、二つ目は指定管理者を変えればいいのかもしれないという推定、そして三つ目は当初

問題であったが、今、改善に向けた努力をしているので、この時点で制度をやめることは必ずしも

妥当な判断とは言えないだろうという推定。少なくとも、このような３つの論理的な推定が出てき

てしまう。 

今回、津久井やまゆり園がＢ評価であり、他の施設と比べると、若干パフォーマンスが低い。そ

して「評価理由と今後の対応」欄の記述が少ないため、一体どれなんだ、よくわからないとなって

しまう。当該指定管理者のパフォーマンスの評価が低かった場合でも、引き続き制度を継続して適

用すると判断したならば、例えば直営と比較して望ましいとか、あるいは制度適用を否定するほど

の評価の悪さではないとか、そういう視点からの説明も記載していただきたい。パフォーマンスが

良好であれば、この団体が頑張っているのだから、他の団体に変わっても大丈夫だろうという推定

が働くが、そうでない場合に３つの推定が出てきてしまうということである。今回のようにパフォ

ーマンスが低かった場合の記述については、なお検討の余地があると思っている。 

その上で、本日は施設所管課の方から直接ご説明をいただいたが、「評価理由と今後の対応」欄に

は、制度が有効であることの理由を丁寧に書かないといけない。そうでなければアカウンタブルで

ないということになってしまう。私たちの会議は、制度を継続して適用することが妥当かどうか、

施設所管課や行政管理課の皆さんに一定の説明責任を果たしてもらうために設置されていると思

うので、パフォーマンスの評価が一部低くて、かつ説明も曖昧であると、アカウンタブルでなくな

ってしまう。アカウンタビリティの観点から、仮にパフォーマンスの評価が低い場合でも、なお継

続して制度を適用し続けることが妥当だというのであれば、丁寧な記述を心がけていただく必要が

ある。 

 

〇佐藤委員 

全体の資料を見る中で、全般的に新型コロナウイルス感染症の影響に関する記述がたくさんあり、

利用者数も減っているということで、それが今回の評価に繋がっている。直営の場合との比較とい

うことについても、新型コロナウイルス感染症になった時の対応という点に関しては、事業者の皆

さんもすごく頑張ったのだと思う。これこそ民間を入れた良さであり、指定管理者制度の良さであ

ると思う。確かに新型コロナウイルス感染症の影響で評価自体は低くなってはいるが、直営と比較

した場合にどうだったのだろうと考えると、指定管理者に任せた方が利用者数を上げようという工

夫や努力もされていて、制度導入の意義があったのだろうと一定の評価ができると思う。 

今後、これからの施設はコロナ禍での評価になると思うが、単に現在の評価ということだけでは

なく、直営との比較という観点からの記述も加えた方が望ましい。 
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〇小島委員長 

今回の会議対象となった施設については、一部の施設について課題は見受けられたものの、改善

に向けて現在取り組んでいるということであり、指定管理者制度による管理の有効性は確認できた

ということで、議題を終了することとしたい。 

但し、総括調書の「評価理由及び今後の対応」欄の記述のあり方などは、アカウンタビリティ確

保の観点から、改めて見直していただくということで、引き続きの検討をお願いする。 

〔後日確認結果〕 

  津久井やまゆり園の総括調書の記載内容を修正し、県直営との比較という観点も踏まえ、「評

価理由及び今後の対応」欄の記述を追記した。 

 

〇事務局 

委員の皆様からいただいた貴重なご意見については、今後、ご指摘の点を十分留意しながら、よ

り良い方向に改善していきたいと思う。その上で、ご承知おきいただきたい点として、公の施設は

当初目的を設けて、本県として必要だという視点に立って、条例設置している背景がある。経年で

の利用者数の増減という要素が重要であるという点も、ノーマライゼーションの考え方についても、

委員ご指摘のとおりであるが、この中で目標値の立て方をどうするかという点もまた重要な課題で

あると認識している。 

そもそも入居や入所しきれない方の分母がどれぐらいあるのか。ノーマライゼーションの観点で

地域に戻っていただく中にあっても、県としては施設を維持する方向性というものを、データでし

っかり整理しながら進めている現状がある。そのため、今後はご指摘のところを踏まえつつ、目標

値の正しい立て方についても検討していきたい。経年での増減という視点も持ちながら、目標値を

正しく立てた上で、それとの乖離であるとか、正しく変動しているかという視点も含めて説明でき

るようにしていきたいと思う。 

 

〇小島委員長 

目標値の立て方に関しては、経年での増減データをしっかりと整理していただきながら、政策目

標を反映したものとなるよう、事務局でぜひ検討をお願いしたい。 

 

議題５ 「その他」 

（次回の開催等について事務局（行政管理課）から説明） 

 

〇小島委員長 

以上で令和３年度第１回指定管理者制度モニタリング会議を終了する。 


