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審 議 の 概 要 

 

■１ 開会 

事務局～ ただいまから、浦幌町パークゴルフ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。 

     本日は秋晴れのいい天気となっておりますけれども、今朝は気温がだいぶ

冷え込みまして、今週に入りましてからも朝晩の冷えが強くなってきており、

初冠雪の情報も流れておりますが、徐々に紅葉も進んできているところでご

ざいます。また、北海道の新型コロナウイルスの感染者ですが、昨日は 29人

ということでしたが、今週の月曜日と水曜日には 30人を超え、特に若い方々

を中心に感染者が拡大しております。これから、冬にかけて季節風のインフ

ルエンザも流行しますので、町民の皆さんもいろいろと健康管理には留意さ

れていると思います。 

     さて、本日ご審議いただきます指定管理者の評価につきましては、現在本

町では 16 の施設につきまして指定管理者による管理を行っておりますが、

本日評価いただきますパークゴルフ場につきましては、平成 18 年４月から

指定管理者による管理を行っている施設でございます。今年度は、森林公園

と模範牧場につきましてすでに評価を行っておりますが、指定管理期間の２

年目に評価委員の皆様からご意見や評価をいただきながらより良い管理運

営をはかってまいりたいと思っております。本日は、現地調査もありますの

で、お昼を挟んでの会議となります。委員の皆様には忌憚のないご意見を賜

りますようお願い申し上げます。本日は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、浦幌町社会福祉

協議会事務局長・橋本政明様、そして施設の利用者代表といたしまして、森

啓之介様、石川清治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、廣富保健福祉課長、岡崎まちづくり政策課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、施設を所管する教育委員会から熊谷次長、高橋参事、

伊藤社会体育係長の３名が出席しており、事務局といたしまして、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、議題にうつりたいと思います。これ以降の進行は山本委員長が務め

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、評価の行

い方、スケジュールそして評価項目などについて説明がありましたけれども、

この中でご質問やご意見など確認事項はありませんか。 



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～ 施設所管課である教育委員会から説明がございました。委員の皆様から不

明な点や確認することはございませんか。 

委 員～ 資料２に記載のあるアンケートについては、回答者が何名なのか集計はご

ざいますか。 

説明員～ １日のみ実施し、30～50名程度だったと把握しています。 

委 員～ アンケートの集計はしているのでしょうか。 

説明員～ 指定管理者で集計しております。 

委 員～ 目標来場者数については、損益分岐点を想定しているのか、または切りの

いい数字で設定しているのか、根拠を教えていただけますか。 

説明員～ 指定管理者が過去の実績等から設定しています。 

委 員～ 資料３の決算額について、【修繕料】が提案額より大幅に増え、【使用料】

が大幅に減っている。これは修繕料が増えたから使用料を抑えたのか、それ

とも偶然でしょうか。 

説明員～ 修繕については、その年の機械の状態によって上下することもあり、提案

額は機械等が壊れてから直す見込みで試算しているが、現指定管理者は機械

が壊れる前にメンテナンスを行い、その経費についても修繕料に含まれてい

る。また、使用料については、融雪剤散布が含まれているが、昨年度は降雪

が少なかったため提案額より減っているものです。 

委 員～ それでは提案額と決算額の差額は予想の範囲内ということでしょうか。 

説明員～ そうです。 

委 員～ 資料２に記載のある他町のパークゴルフ場の視察について、これは指定管

理者が自主的に行ったのでしょうか。また、どのような視察の内容だったの

か把握していれば教えてください。 

説明員～ 視察については、指定管理者が独自で考え、芝の管理や清掃管理などにつ

いて他町のパークゴルフ場に視察に行っていると伺っています。 

委 員～ 資料３に利用者アンケートの結果が記載されており、「コースが不満（不

潔）」と回答された方が１名となっておりますが、こちらについて把握はさ

れていますか。 

説明員～ アンケートに具体的な内容は記載されておりませんでした。 

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。 

 

－ パークゴルフ場にて実地調査 － 

 

委員長～ それでは会議を再開させていただきます。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～ 本日は指定管理者である札内緑地㈱様にお越しいただき、施設所管課であ

る教育委員会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、教育委員会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、11/4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。改めまして、札内緑地㈱の宗澤社長につ

きましては、先ほど現地で丁寧な説明をいただき、そして、ただいま評価委

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。現地調査の前には

所管課であります教育委員会から業務の内容や実績等について説明をもら

い、現地調査を行った上でこちらの会場に戻り、ご質問などをさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。委員の皆様から質問等はござい

ませんか。 

委 員～ 利用者の世代など、利用形態について把握はされているでしょうか。また、

利用者拡大に向けてどのようなことをされていますか。 

札内緑地～ 利用者の世代は概ね把握しており、８～９割ほどが 65 歳以上の高齢者と

なっております。利用者数が年々減っており、新規利用者が増えないのが悩

みの種であり、若年層の利用促進のためスティック貸出料を無料にしたり、

午後３時以降の利用料を半額にしたりなど試行錯誤しております。 

委 員～ 芝がとてもきれいに管理されており感動しました。従業員に対して芝の管

理や接客等について勉強会や研修会は実施しているのでしょうか。 



札内緑地～ 当社は芝生を生産・販売しており、芝に関する組合に加盟しております。

その組合の中枢が札幌市にあり、毎年芝生の施工管理技師の技術講習会が開

催されており、そこに参加して芝に対するスキルアップをはかっております。 

委 員～ 芝はとてもきれいにされておりますが、樹木が枯れておりました。今後ど

のように整備していくのでしょうか。 

説明員～ ご指摘いただいた樹木の関係につきましては、教育委員会と指定管理者で

改めて現地を確認し、今後改善していきたいと思います。 

委 員～ 冬期間に鹿が皮をむいて食べてしまって余計に枯れてしまう。こちらの対

応も考えていただきたい。 

説明員～ 対応策について今すぐに返答できなくて申し訳ないのですが、現状を伺う

ことができましたので、対応について検討させていただきます。 

委員長～ 鹿の被害のほかにも原因があるかもしれませんので、教育委員会で改めて

調査しながら対応いただければと思います。 

委 員～ フェアウェイと深い所の芝の刈り分けについて、独自で実施しているとの

ことでしたが、利用者からの要望があったのでしょうか。 

札内緑地～ 特段要望はありません。指定管理開始当初からそのスタイルでやっており

ます。 

委 員～ 管理棟向かって右側の山沿いの鹿柵にブルーシートがあったが、あれは何

かの工事ですか。 

札内緑地～ 治山工事のために業者がはったものです。 

委員長～ 先ほど鹿の被害とのことでしたが、鹿柵はあるのに鹿が侵入しているとい

う事でしょうか。 

札内緑地～ そうです。コースの中に入ってきてプレイ中の方もよく目撃されています。 

委員長～ 職員の来客対応について、研修などはどのように進めているのでしょうか。 

札内緑地～ 開園期間は 4/29～11/3 までとなっておりますが、職員は３月中旬から準

備に集まり、その期間に社内で教育を行っております。 

委員長～ 地元採用が中心だと思いますが、高齢者の割合はどうでしょうか。 

札内緑地～ 管理棟の受付などは若い方も多いが、芝の管理を行っている外作業の方々

が高齢化しており、悩みの種でもあります。 

委員長～ そのほかいかがでしょうか。ないようですので、ヒアリングを一旦終了さ

せていただきます。宗澤社長につきましては、お忙しい中、現場及び評価委

員会にご出席いただきまして誠にありがとうございました。 

－ 札内緑地㈱ 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等はご

ざいませんでしょうか。 

委 員～確認事項なし 



委員長～ 以上で終了いたします。それでは、委員のみなさまにつきましては、ご多

忙中ご出席いただきまして誠にありがとうございます。11/4までに評価シー

トをご提出いただき、まとめたものについては、今後書面会議で皆様にお知

らせしたいと思います。その内容につきましては、今後の指定管理の運営の

中で活かしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

以上をもちまして本日の会議を終了いたします。お疲れ様でした。 


