
会  議  録 

会議の名称 浦幌町森林公園指定管理者評価委員会（第１回） 

事 務 局 

（担当部署） 
まちづくり政策課まちづくり推進係 

開催日時 令和２年８月５日（水）９時５７分～１３時５０分 

開催場所 役場２階 中会議室 

出 席 者 

委 員：山本委員長、橋本委員、中島委員、木下委員、武藤委員、 

久保委員、岡崎委員、早瀬委員 

説明員：小川課長、前川商工観光係長、石原主査 

事務局：井上まちづくり推進係長、佐藤主事 

欠 席 者 なし 

会議次第 会議結果 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 議題 

(１)指定管理者評価委員会の概要について 

(２)指定管理者の業務内容・実績等及び所管課評価について 

(３)評価対象施設の実地調査について 

 (４)指定管理者・施設所管課ヒアリング 

 (５)評価に関する協議・評価の実施  

４ その他 

 

 

 

 

 

審  議  の  概  要 

別紙のとおり 

会議録の公開期日 令和４年３月３１日まで 

 



審 議 の 概 要 

 

■１ 開会 

事務局～ ただいまから、浦幌町森林公園指定管理者評価委員会を開催いたします。本日

は第１回目となりますので、会議の開催に先立ちまして、町長より評価委員の皆

様に委嘱状を交付させていただきます。 

－ 町長から委嘱状の交付 － 

事務局～ これより会議に入りたいと思います。まず、本評価委員会の委員長であります

山本副町長より挨拶をいただきます。 

 

■２ 委員長あいさつ 

委員長～ 皆様こんにちは。本日はお忙し中、また、こうして暑い中、評価委員会にご出

席いただきまして誠にありがとうございます。 

     さて、指定管理者制度につきましては、本町では平成 18年度から指定管理によ

る運営を行っているところでございます。現在は 16の施設について指定管理を行

っており、当初は指定管理期間が３年間からスタートしておりますけれども、現

在はほとんどの施設が５年間で指定管理を行っております。指定管理の選定にあ

たりましては、利用者の方々や町民の方々からご意見をいただきながら選定を行

っておりますが、この評価につきましても、指定管理が始まりまして利用者の方々

や本日お集まりの方々からご意見や評価をいただきながら今後の指定管理の運営

の参考にさせていただきたいと思います。 

     本日は実地調査、それからお昼を挟んでの会議となりますので、非常に暑い中

大変だと思いますが、皆様から忌憚のないご意見をいただきたいと考えておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局～ 議題に入る前に、本日ご出席の委員の皆様をご紹介いたします。配布しました

議案の表紙裏面に委員名簿を記載しておりますのでご覧願います。まず、識見者

といたしまして、浦幌町社会福祉協議会事務局長・橋本政明様、浦幌町商工会事

務局長・中島義弘様、そして施設の利用者代表といたしまして、木下政憲様、武

藤満雄様、久保博司様にお越しいただいております。また、町職員として山本副

町長、岡崎まちづくり政策課長、早瀬施設課長にお越しいただいており、この８

名に委員委嘱をさせていただいております。なお、この評価委員会の委員長につ

きましては、山本副町長があたるということになっておりますので、あらかじめ

ご了承いただきたいと思います。また、この評価委員会の説明員として、施設を

所管する産業課から小川課長、前川商工観光係長、石原主査が、事務局といたし

まして、まちづくり政策課まちづくり推進係長の井上と同係の佐藤主事が出席し

ております。 



     これから議題に移りたいと思いますが、これ以降の議事進行につきましては、

山本委員長にお願いいたします。 

 

■３ 議題 

委員長～ それでは、議題（１）について説明をお願いします。 

事務局～ 評価委員会では中間評価を行い、町に報告することとしております。中間評価

では、指定期間の２年目に実地調査等を行い、前年度の管理運営状況等について

評価を求めます。評価委員会からの報告を受けまして、報告内容を施設所管課・

指定管理者へフィードバックし、管理運営の改善・充実を図るとともに、次期指

定管理者の選定審査として活用していきます。 

     評価のスケジュールについてですが、第１回評価委員会では、指定管理者の業

務内容・実績等の説明、所管課評価の説明をした後、評価対象施設へ移動し、指

定管理者による説明を受け実地調査を行います。その後再び庁舎に戻り、指定管

理者、施設所管課ヒアリング、さらに評価に関する協議を行っていただきます。

本日の会議終了後、委員の皆様には評価シートをお持ち帰りいただき、期日まで

にご記入の上、事務局へ提出いただくこととなります。提出いただいた評価シー

トにつきましては、事務局で取りまとめ、第２回評価委員会にて評価を決定いた

します。なお、第２回評価委員会につきましては、書面による開催とさせていた

だきます。なお、評価が決定いたしましたら、評価結果を町ホームページで公表

するという流れになっております。 

     評価項目については、計８項目を設定しています。委員の皆様には、この項目

にならって管理運営実績を含め、できる限り客観的なデータを交えながら評価シ

ートに記入していただきます。評価基準については、８つの評価項目にそれぞれ

配点があり、それらを合計した 100 点が委員１人の持ち点となります。評価委員

は項目ごとに０～５の評価レベルを決定していただきます。各評価項目の配点に

評価レベルに応じた係数をかけたものがその項目の評価点となりまして、８つの

項目の評価点を足したものがその委員の評価点となります。その評価点に応じて

総合評価を決定します。合計得点が 90点以上であればＡランク評価になり、同様

に、80点以上 90点未満であればＢランク、70点以上 80点未満であればＣランク

というような流れになります。 

委員長～ ただいま事務局から説明をいただきました。先ほどのあいさつの中で平成 18年

度から指定管理を取り組んでいるということでお話しさせていただきましたが、

評価につきましては、平成 27年度から試行的に行っており、これまで４施設につ

いて実施し、昨年度から本格的に中間評価を行い、今後の指定管理の運営につな

げていくために進めております。 

     評価の今後のスケジュールについて説明させていただきましたが、皆様から何



か確認することはございませんか。 

委 員～確認事項なし 

委員長～ ないようですので次に進みます。議題（２）について説明をお願いします。 

 

説明員～資料１、資料２、資料３、資料４に基づき説明 

委員長～ 施設所管課から説明をいただきました。令和元年度の実績を中心に評価を行い

ながら、トータル的な今現在の評価をさせていただきましたけれども、皆様から

確認することがありましたら伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

委 員～ 資料２の評価シートについて、評価の基準的なものがわからない。たとえば項

目１「利用状況に関する事項」で、要望点で Facebookのフォロワー数をどれくら

いに増やせばレベル５にあがるのかとか、そういった基準的なものが見えない。

項目３「収支・財務状況」に関しては、改善点・要望点がないのにレベルが３な

のは少し理解が難しいので教えていただきたい。ほかの資料で実績を見る限り、

もう少し高い評価でもよいのでは。 

説明員～ 評価レベルの考え方については、議案に記載されておりますが、レベル５は「要

求水準を大幅に上回り特に優れた状況」、レベル４は「要求水準を上回る状況」、

レベル３は「要求水準を満たしている状況」となっております。レベル３が決し

て悪い評価ということではなく、施設所管課の期待通りに行ってくれているとい

う評価となります。 

委 員～ レベル３の評価があることにより、評価ランクがＣになってしまう。収支を適

正にやっていたら常にレベル３になる。どういう状況になればレベル４や５にな

るのでしょうか。評価するにあたり、目標点みたいなものがあるほうが委員とし

て評価する際にもわかりやすいと思います。 

委員長～ 最初から項目ごとに数値目標を挙げると達成率などが見やすいと思いますが、

それぞれの項目で数値目標を挙げることができるものとできないものがあり、そ

ういったものをトータル的に考えたいなと思っております。 

     今回は施設所管課である産業課で評価させていただきましたけれども、本日の

説明、実地調査及び指定管理者ヒアリングを踏まえながら、委員の皆様に評価し

ていただいて、総合評価とさせていただきたいと思います。ただいま委員から意

見のありました評価そのものについても、今後検討させていただきたいと思いま

す。 

委 員～ ごみの分別の関係は、昨年度は試行的に行い、未分別などの課題があったとの

ことですが、現在の実施状況はどうなっておりますか。 

説明員～ 現在は実施しておりません。昨年度は、不法投棄やコンビニエンスストアなど

にゴミが捨てられるなどの問題があり、施設所管課と指定管理者で協議を行い、

試行的に実施いたしました。今後も継続して実施してほしい旨の要望を指定管理



者に対し行っておりますが、やはり１番は利用者様のマナーの問題です。昨年度

試行実施した際は、分別用の袋を購入いただいて分別してもらうようなやり方で

実施しましたが、早朝に帰られる方などは一つの袋にゴミが混在した状態で置い

て行かれるようなこともあり、それを分別する人的作業の発生や、衛生面に支障

がありました。今後本格実施していくために、これらの解決策などを協議させて

いただいているところです。 

委員長～ そのほかはいかがでしょうか。 

委 員～その他確認事項なし 

委員長～ ないようですので、議題（３）について説明をお願いします。 

 

事務局～ 実地調査につきましては、この後委員の皆様には公用車にお乗りいただき、実

際に評価対象施設をご覧いただきます。現地では、施設内の設備に関して指定管

理者から説明がありますが、その際に質問等がありましたら、遠慮なく随時発言

していただければと思います。実地調査終了後、こちらに戻り、昼食をお召し上

がりいただいた後、指定管理者・施設所管課のヒアリングを実施いたします。 

委員長～ それでは実地調査に移動をお願いいいたします。 

 

－森林公園にて実地調査－ 

 

委員長～ それでは会議を再開させていただきます。 

     議題（４）の進め方及び今後の評価スケジュールについてご説明をお願いしま

す。 

事務局～ 本日は指定管理者である㈲レアス様にお越しいただき、施設所管課である産業

課と一緒に委員の皆様からのヒアリングを受けていただきます。ヒアリングの時

間は、おおむね 50分程度を予定しており、その後議題（５）に進みます。議題（５）

では、産業課の評価と相違している点や、記載されていない事項で評価すべき点、

あるいは改善すべき点、要望点などについて意見交換を実施します。評価は本日

確定させるのではなく、最終的には評価シートにご記入いただき、8/31までに事

務局へ提出いただきます。評価すべき点、改善すべき点、要望点等は所管課の評

価、本日の意見交換、皆様からご提出いただいた評価シートを事務局において取

りまとめ、皆様へ郵送させていただきます。記載内容に不備等がないかをご確認

いただき、書面会議という形で最終評価を確定させます。 

委員長～ それでは、議題（４）に入ります。 

     ㈲レアスのご担当者様及び施設所管課の職員がおりますので、管理運営状況の

書類や実地調査等を受けて確認したいことや伺いたいことはございませんでしょ

うか。 



委 員～ 先ほどの実地調査で、芝刈りは１週間に１回程度とのことでしたが、サッカー

少年団で使用した際に、地面がでこぼこで雨が降った後に水溜まりができている

ことがありました。地形の変化によるでこぼこを平坦に直す工事や作業は定期的

に実施されているのでしょうか 

説明員～ ５年に１回、町費で予算計上をして芝種子を植えております。軽微なところに

ついては、指定管理者側で目土を入れるなどの補修作業を行っております。 

委 員～ アンケートの項目はどういった内容を回答いただいているのでしょうか。 

レアス～ 昨年度実施したアンケートは 230件回収され、今年度も７月中旬～8/15までア

ンケート実施中です。項目は５項目あり、①森林公園内の利用施設、②施設の中

でよかったところ、③改善してほしいところ、④再度利用したいかどうか、⑤そ

の他の意見を設定しております。昨年度は「ごみの回収をお願いしたい」という

意見が３割ほどありました。結果については町に報告していきます。 

委 員～ 先ほど実地調査の際に管理棟で袋が売っておりましたが、その袋を購入して、

その中で分別するということですか。 

レアス～ ４種類の袋が１つセットで販売しており、その袋ごとに分別してもらい、それ

を回収しています。 

委 員～ ４種類の袋があるならば、回収箱も４種類用意して回収することはできないの

でしょうか。 

レアス～ 生ごみの場合、野生動物（特にクマ）が出没すると施設が閉鎖してしまうので、

ごみの回収は全て管理棟の中で実施しております。 

委 員～ 管理棟で販売している状況を見ると、袋１枚が 600 円や 1,000 円で販売してい

るように見えた。４枚１組がいくらで販売しているのかをわかりやすく表記した

ら良いと思う。 

委員長～ ごみの関係については、現場を見させていただいたり、説明をいただいたりし

てよくわかりました。そのほかはいかがでしょうか。 

委 員～ 町の評価シートの中で改善点や要望点が記載されているのですが、指定管理者

として改善していきたい部分はあるのでしょうか。ごみの分別もそうだが、客数

を増やす、Facebookのフォロワー数を増やすなど。 

レアス～ ホームページの更新については帯広の業者に委託しており、Facebookの更新に

ついては自前で行っている。少ない職員の中で行事のお知らせなどの更新を行っ

ているため、今が精いっぱいな部分があります。Facebookのフォロワー数を増や

す取り組みについては、これから考えていきたい。 

委 員～ ごみの回収も利用者のモラルによるところもあるし、Facebookのフォロワー数

についても、どうしたら増えるか明確なものがないと思う。そういった案件に人

員を割くことは現実的ではない。限られた人員の中でどのようにやっていくのか、

町から要望されるだけではなくて、指定管理者からも要望を出して協力していく



ことで評価につながると思います。 

委 員～ 自主事業について、夏場にはいろいろ行われているようですが、閑散期や冬場

には何か計画はありますか。 

レアス～ 自主事業は、みのり館のバーベキューハウス、利用者が多い時期の縁日開催な

どがありますが、今年度については、コロナウイルス感染拡大防止のためあまり

実施できておりません。来年度以降は何か実施できればいいなと思っております。 

委員長～ 噴水などがコロナウイルス感染拡大防止のため使用できないとのことでしたが、

他に制限されている箇所はありますか。 

レアス～ コロナウイルス感染症の対策として、事務所及びトイレにエタノール消毒を設

置しております。また、炊事場などは消毒作業を実施しております。 

委 員～ コロナウイルスの影響により、予定事業が実施できないとのことで、収入的に

相当厳しくなると思うが大丈夫でしょうか。 

レアス～ 当初 4/29 オープン予定でしたが、5/16 までずれ込みました。みのり館の５月

の売上だけを見ると、昨年度は 120万円ほどでしたが、今年度は２万円弱でした。

コロナウイルスの影響による持続化交付金などの対象事業者となるので、それで

何とかなるかと思います。 

委 員～ みのり館の多目的ホールについて、宿泊所的な利用はできないのでしょうか。

多目的ホールの利用頻度はどれくらいでしょうか。 

レアス～ 昨年度の利用実績は３件 84人です。 

委 員～ 宿泊所となると、建築基準法上宿泊に対する改修が必要となってくる。そうな

ると本末転倒な話となる。宿泊所となると利用用途があるのはわかるが難しいと

思う。 

委 員～ 冬期間は閉鎖していると思いますが、冬のキャンプが流行り始めている。今年、

中札内村がトレーラーハウス「住箱」を導入した。これからそのような施設が出

てくると冬でもキャンプができるようになるので、将来に向けて冬の利用の仕方

を検討してみてはどうでしょうか。 

説明員～ 森林環境譲与税を活用し、森林公園含め森林施設全般の今後のあり方をこれか

らワークショップ等で考えていきます。その中で、森林公園の今後についてや、

トレーラーハウスなどの施設導入についてなど、担当内での話題には上がってき

ています。それらを導入する際には様々な課題が出てくるので、一つひとつ解決

方法を探しながら導入について考えていきたい。冬のキャンプ等についても意見

として取り入れさせてもらいながら、今後の活用については検討していきたいと

思います。 

委員長～ 森林公園を設置してから 20年以上が経過しております。最初は遊歩道や山道を

散策など、木を利用した施設が主流でした。途中からステージが出来たり、みの

り館ができたり。当時の補助事業等を活用しながら造った施設なので、そこでの



制約で宿泊施設等の規制があるかもしれませんので、経過等も改めて確認してい

きたいと思います。 

委 員～ 遊具施設がかなり老朽化しており、アスレチックは利用できない状況と伺いま

した。遊具施設やアスレチックがあることによって、子ども連れの家族や日帰り

でのお客様も見込めるのでは。町として、遊具施設等の更新はどのタイミングで

行うように考えているのでしょうか。 

説明員～ 遊歩道をのぼる過程で、吊り橋などのアスレチックが補助事業を活用して導入

されたのですが、木製品のため 10年以上経過すると腐ってしまい危険になってし

まいました。本来であれば同じ木製品で更新するのですが、財政的に捻出するこ

とができず、止む無く撤去した経過がございます。ただ、将来的には、先ほどお

話しした森林環境譲与税を活用して、森林公園のあるべき姿を検討し、木製の遊

具等の更新を計画的に行っていけたらと考えております。 

委 員～ 今、子どもに対する火の教育として「火育」という言葉があります。ルールを

決めればキャンプ場内での焚火も可能ではないでしょうか。ぜひご検討いただけ

ればと思います。 

委 員～ 付け加えての質問ですが、バーベキューが終わったに焚き付けみたいなものを

入れるのも焚火となるのでしょうか。芝生の上ではないのでそれくらいは大丈夫

ですか。 

レアス～ 現状は、足がついている炉については許可しております。ただし、施設が保安

林の中ですので、薪などでの焚火は禁止させていただいております。 

説明員～ 消防法上、地面に直で行うことを焚火、焚火台を使用すると焼肉で炭をおこす

のと同じ扱いとなる。今はキャンプと焚火がセットの考え方になってきているの

で、現状に合わせた検証を行い、サービス向上に向けて施設所管課と指定管理者

で協議していきたいと思います。 

委員長～ そのほか質問等はございませんか。 

委 員～質問なし 

委員長～ ないようですので、ヒアリングについては終了といたします。㈲レアス様、本

日はどうもありがとうございました。 

－㈲レアス 退出－ 

 

委員長～ 引き続き議題（５）意見交換ということで進めたいと思いますが、全体を通し

て皆様から確認事項やご意見はございませんか。 

委 員～確認事項・意見なし 

委員長～ 以上で意見交換を終了いたします。8/31までに評価シートを提出していただき

ますが、電子データで提供希望の方につきましては、この後事務局へ提供先のメ

ールアドレスをお伝え願います。 



     本日は、長い時間にわたりまして、貴重なご意見をいただきましてありがとう

ございました。これから 8/31までに評価シートをご提出いただき、それを取りま

とめまして、皆様のほうへお知らせしたいと思います。今後の森林公園の運営に

つながるようにまとめていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。本日は大変お疲れ様でした。 

 


