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別紙のとおり 
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審 議 の 概 要 

 

■１ 開会 

事務局～ ただいまから、浦幌町模範牧場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～ 皆様おはようございます。本日はお忙しい中、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。収穫の秋を迎えましたが、早いもので

今月も残り１週間となりまして、来週の中には、今年度の後半戦を迎えるこ

とになります。ご承知のように、今年は新型コロナウイルスの影響で健康面

や経済面でもいろいろな影響がありまして、私たちの生活もいろいろと変わ

ってきている状況にあります。本来であれば、９月は第４週目に「ふるさと

のみのり祭り」が開催されますが、今年は残念ながら開催することができま

せんが、一日も早い終息を願っているところでございます。 

     さて、本町では平成 18 年度から森林公園、そしてパークゴルフ場の管理

運営につきまして指定管理による管理運営を行っております。現在は、公共

施設のうち 16 の施設におきまして指定管理による管理運営を行っておりま

すけれども、今日評価いただきます模範牧場につきましては、平成 23 年１

月から指定管理による管理運営を行っております。指定管理の選定につきま

しては、識見者の方々や利用者の方々に選定委員をお願いしているところで

すが、評価につきましても、識見者の方々や利用者の方々に中間年において

いろいろなご意見をいただきながらこれからの指定管理の運営に反映して

まいりたいと考えております。 

     本日は現地調査もございまして、お昼を挟んで１日の日程となりますけれ

ども、皆様から忌憚のないご意見をいただきたいと思っております。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、税理士法人共明会計・後條州一様、帯広信用金庫浦

幌支店長・森本拓哉様、そして施設の利用者代表といたしまして、高木政志

様、菊地泰広様、二瓶雅之様にお越しいただいております。町職員として山

本副町長、岡崎まちづくり政策課長、坂下農業委員会事務局長が委員となっ



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、副町長があた

るということになっておりますので、ご了承願いたいと思います。また、こ

の評価委員会の説明員としまして、施設を所管する産業課から小川課長、川

原課長補佐、前田畜産係長、酒森主査の４名が出席しており、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。 

     では、議題に移りたいと思います。これ以降は山本委員長の進行で進めた

いと思います。よろしくお願いします。 

 

■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指定管理者評価委員会の概要ということで評価、評価



の活用、評価のスケジュール、そして評価項目等につきまして説明がありま

した。この関係で委員の方々から何か不明な点や確認事項はございませんか。 

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。委員の皆様から確認することはご

ざいませんでしょうか。 

委 員～ 資料２の評価シートのレベルに係る係数について、レベル４が係数 0.8、

レベル３が係数 0.6でよろしかったでしょうか。評価ランクはＡ～Ｄまでの

４段階だったでしょうか。 

説明員～ 係数及び評価ランクは議案に記載のとおりです。 

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、このあと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、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、議題（４）

指定管理者・施設所管課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たします。 

 

－ 模範牧場にて実地調査 － 

 

委員長～ 実地調査お疲れさまでした。それでは、会議を再開させていただきます。

これ以降の進め方について事務局から説明をお願いいたします。 

事務局～ 本来であれば、昼食をはさみ午後から再開の予定でしたが、実地調査が予

定より早く終わりましたので、引き続き会議を進めさせていただきます。 

     本日は指定管理者である㈱希興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

グの時間は最大 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、改善すべき点、あるいは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、10/16 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、皆さま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。施設所管課の評価や実地調査での指定管

理者からの説明を受け、質問等はございませんでしょうか。 

委 員～ 自主事業で行っている夏期舎飼について、夏期放牧の預託者が何件で、そ

のうち夏期舎飼にしている預託者は何件でしょうか。 

希 興～ １７件中４件が夏期舎飼しております。 

委 員～ 資料を見ると運営人数は概ね１３～１４名となっておりますが、今もこの

人数で運営されているのでしょうか。 

希 興～ 職員の高齢化が進んでおり、６０歳で一度定年退職し、再任用という形で

働いてもらっている。去年から農業大学校のほうにインターンシップで募集

をしており、新卒の採用ができないか検討している。また、「あぐりナビ」な

どにも求人広告を掲載しており、職員の若返りを図りたいと考えている。 

委員長～ 施設所管課の評価に臨時雇用から無期限雇用と記載されているが、再任用

後は年齢の制限は設けないということでしょうか。 

希 興～ そうです。皆さん長年働かれて慣れている方々なので、元気な方には働い

ていただいております。 

委 員～ 夏期舎飼を始めたことにより夏期放牧が当初目標を下回りましたが、今後

もこのままでいくのでしょうか。それとも目標値を下方修正されるのでしょ

うか。 

希 興～ 夏期舎飼を始めた経過としましては、牛の状態をより良くするために預託

者から舎飼にしたらどうかと提案を受けたが、町の条例では夏期舎飼が無い

ため、自主事業として始めたところです。指定管理者側としましては、夏期

舎飼を条例化して委託事業としていただきたいです。過去には牛の出来につ

いてご批判等もいただいきましたので、夏期舎飼については今後も続けてい

かなければいけないと思っております。資料を見ていただいてもわかる通り、

収支も極端に悪くなっているわけではないので、頭数を落として引き続き夏

期舎飼を行っていこうと思っております。 

委 員～ 実地調査の際に、新しい施設もあれば古い施設もある。設備更新の要望な

どはありますか。 

希 興～ 冬期も夏期と同様 600頭くらいいるが、先ほど実地調査で見た新しい牛舎

は 200頭くらいしか入らない。古い牛舎と新しい牛舎が同じ値段でいいのか

という問題もあるが、今の頭数では古い牛舎を使わざるを得ない。 

委 員～ 施設を整備すれば、受入頭数を増やすことは可能なのでしょうか。 

希 興～ 過密になりすぎると牛の出来が悪くなるので、実地調査で見ていただいた

新しい牛舎くらいだといい状態になる。 



委 員～ 受入頭数を増やせば収支はもっと良くなるということでしょうか。 

希 興～ 餌を採る牧草地の関係もあるので、一朝一夕にはならない。 

委 員～ もっと預けたいという需要はあるのですか。 

希 興～ 今のところ受け入れを断ったことはない。今後も古い施設を使わず、過密

にならないようにするには新しい施設が必要。 

委 員～ 新しい施設から帰ってくる牛と、古い施設から帰ってくる牛とでは、明ら

かに状態が違う。利用者としては、古い施設を使わざるを得ない現状をなる

べく早く解消していただきたい。 

委員長～ 古い施設と新しい施設に入っている割合はどれくらいですか。 

希 興～ ７割が古い施設、３割が新しい施設です。また、新しい施設と古い施設が

散在しており、牛の移動などの作業効率がとても悪い。ちなみに、十勝管内

のほかの公共牧場ではどんどん新しい牛舎を建てている。放牧は雨が降って

も風が降っても 24 時間屋外にいるので牛の発育が阻害される。放牧させる

ために模範牧場に預ける方もいるので一概には言えないが、舎飼のほうが牛

の発育には良いため 365日舎飼の公共牧場もある。 

委員長～ 今日は評価委員会ということで委員の皆様に施設所管課の評価と実地調

査を受けていろいろなご意見があると思います。施設の関係についても、ご

意見をいただきましたが、令和６年３月末までの指定管理期間で改善できる

ものとできないものがあるかと思いますが、ご理解いただきたいと思います。 

     ほかにいかがでしょうか。無ければ当初の予定より早いですが、ヒアリン

グは終了とさせていただきます。㈱希興様、お忙しい所どうもありがとうご

ざいました。 

－ ㈱希興 退出 － 

 

委員長～ それでは議題（５）に進みたいと思います。全体を通して確認事項や質問

等はございませんでしょうか。 

委 員～確認事項・質問なし 

委員長～ 以上で終了いたします。皆様につきましては、ご多忙の中、長時間にわた

りご審議いただきまして厚くお礼を申し上げます。評価シートにつきまして

は 10/16までとなっておりますが、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。本日は皆さ

まからいろいろなご意見をいただきました。以上を持ちまして本日の会議を

終了いたします。今後、評価シートをご提出いただいて、それを取りまとめ

たうえ、今後の模範牧場の運営に取り組んで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。本日は大変お疲れさまでした。 

 


