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健都レールサイド公園及び吹田市立健都ライブラリー 

指定管理者候補者選定委員会 議事録 

 

１ 開催日時 

令和３年（2021 年）10 月 29 日（金）午後２時から午後５時 30 分まで 

 

２ 開催場所 

  吹田市立健都ライブラリー ２階 多目的室 

 

３ 出席委員 ５名 

  渡邊智山委員、山本壱弥委員、石川武敏委員、加我宏之委員、大川雅子委員 

 

４ 欠席委員 なし 

 

５ 市出席者 10 名 

  <健康医療部（健康まちづくり室）> 

  宮崎直子室長、吉村恵参事、清家裕子主任 

 

  <土木部（公園みどり室）> 

  尾割郁夫室長、横井亨参事、尾崎龍樹主幹 

 

  <地域教育部（中央図書館）> 

  道場久明次長、林野優子館長、長尾理恵健都ライブラリー館長、 

深井あゆみ健都ライブラリー館長代理 

 

６ 内容 

(1) 諮問 

（2）モニタリング評価の手順 

（3）市が行うモニタリング・評価の確認 

（4）評価基準に基づく第三者モニタリング・評価 

 (5) 答申 

 

７ 議事録の概要 

  別紙のとおり 
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（別紙） 

健都レールサイド公園及び吹田市立健都ライブラリー 

指定管理者候補者選定委員会 議事概要 

 

（1）諮問 

 市長・教育委員会の諮問に応じ審議・答申の旨説明 

 

（2）モニタリング評価の手順 

 

事務局 

（資料１及び資料７に沿って説明） 

 

委員長 

御質問等はございませんでしょうか。 

 

（質問等なし） 

 

委員長 

無いようであれば、以上でモニタリング評価の手順について確認したということで御

異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

委員長 

異議なしとして、本委員会としてモニタリング評価の手順を確認いたしました。   

ただいま確認いたしました第三者モニタリング評価の手順に基づき、評価を進めてま

いります。 

 

（3）市が行うモニタリング・評価の確認 

 

事務局 

（資料２－１及び資料２－２に沿って説明） 

 

委員長 

ただいま指定管理に関する市の評価についての説明がございました。御質問、御講評を

お願いします。 
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委員 

資料 2-1 2 指定管理者の概要（5）の指定管理者の収支について、計画で 9,200 万円

の委託料でしたが、事業の結果、収支が 1,300 万円の黒字になっています。安定的な事業

運営が行われていると見られますが、1,300 万円の扱いはどうなるのでしょうか。場合に

よっては、想定を多く見積もっていたのではないでしょうか。市としてはどう考えている

のでしょうか。 

 

事務局 

募集要項でも指定管理者のインセンティブとして黒字分もそのまま収入にできると定

められています。もう少しホームページの作成にお金を割くとか、業務を回せてはいます

が、あと 1 人、2 人の人員がいてもよかったのではないかと思う部分もあります。 

 

委員 

市としてはインセンティブということで管理者の努力の範疇だと捉えているというこ

とでしょうか。初めての指定管理だったので想定ができなかったということもあると思

いますが、これだけの黒字は本当に管理者の経営努力なのか、一定の利用者サービスが確

保されているのか、市の方でも履行確認することが重要ではないでしょうか。自主事業収

入も管理料と同じ収支と見るか、別に見るのか、ケースバイケースだと思いますが、自主

事業は事業者が自主的にするものなので、事業者が投資し、その投資分を回収するもので

す。自主事業収入が 140 万円、支出が 250 万円で実質 1,400 万円ぐらいプラスになり、

予定と大きく異なっているのではないでしょうか。自主事業の扱いも 2 期のときに見直

した方がよいのではないかと思います。 

 

事務局 

自主事業の収支は別にしています。管理運営事業の中から自主事業の赤字分を補填し

てよいということにはなっていません。管理運営業務において、提案のあった人員配置や

有資格者の配置ができていないのであれば問題だと思います。見積もった費用の中で水

準については一定満たしていると思っています。見積もりの精査は必要だと思いますが、

指定管理者の努力も認められると思っています。 

 

委員 

他市、他府県の例では大きく黒字が出た場合、公園やライブラリーに再投資する割合を

決めるところもあります。収支の扱い方については 2 期で検討するとよりよいものにな

ると思います。 

 

 



4 

 

委員 

資料 5-2 の歳出で本社管理費が 640 万円と見積もっていたものが実績では 1,000 万円

になっています。本社管理費とは健都ライブラリーの管理費ではなく、指定管理者の本社

の管理費だと思いますが、なぜ計画と大きく違う金額になるのでしょうか。これを考える

と 1,800 万円ぐらいの黒字になってしまっているのではないでしょうか。 

 

事務局 

月次の収支報告も毎月いただいており、本社管理費が多くないかという指摘はしてい

ますが、明確な回答を得られていません。後ほど本社の経理担当もヒアリングに参加する

と聞いていますので、そこで聞いていただければと思います。 

 

委員 

計画で 640 万円と見積もっていたものが 1,000 万円になっているのは、その他のとこ

ろを見て操作しているのではないでしょうか。黒字は実質 1,700 万円ぐらいになってい

る状況だということは市として認識をして 2 期を迎えられた方がよいのではないでしょ

うか。 

 

委員長 

予算に関して委員からコメントと講評をお願いします。 

 

委員 

1,300 万円から 1,700 万円の利益が出ていることは、いくら民間企業がやっているとは

いえ公益的な意味も大きいので、ここまでの利益を出すのであれば、もし吹田市民が見た

ら管理が甘すぎるのではないかと思うのではないでしょうか。本社管理費も確かにおか

しいと思います。ジョイントベンチャーなので費用がかかるということなら仕方がない

ですが、あまりにもインセンティブが大きすぎるのではないでしょうか。インセンティブ

になっても、法人税を払うので税金に収まっていくのかもしれませんが、これだけの指定

管理料を払う必要があるのかどうか、図書館のオープンが遅かったなどイレギュラーな

部分があったので、今年はこうなりましたということであれば、来年以降も同じ金額でよ

いと思いますが。コロナも想定されなかったことなので、コロナでいろいろな事業ができ

なくてなかなかお金が使えなかったということがあるのであれば、返還してもらう、施設

を充実させるお金に使用してもらうなどしてはどうでしょうか。1,700 万円を事業者が努

力した額とするのには多すぎるのではないかと思います。 

 

委員長 

全体の財務状況はいかがでしょうか。 



5 

 

委員 

資料 6-1、6-2、6-3 で団体の決算書が出てきています。ミズノスポーツサービス株式会

社、美津濃株式会社、株式会社図書館流通センターについて、前年度の決算書が付いてい

るものについてはそんなに変わっていないと思います。前年度の決算書が付いていない

ものについても、利益が出ていないわけでないですし、法人税も支払われています。資産

に対する自己資本額も 30パーセント以上ぐらいあるので会社全体として資産状況が悪い

とは言えません。ミズノスポーツサービス株式会社と美津濃株式会社は令和 3 年 3 月 31

日時点での決算報告、株式会社図書館流通センターは 1 月決算なので 2021 年の 1 月時点

のものになっています。1 年であればコロナの影響がなかったことも、2 年となるとジム

を閉鎖したりする影響、図書館を閉めたりする影響などが出てくるのではないでしょう

か。本体が大きいので大丈夫だとは思いますが、今後大丈夫かという心配はあります。 

 

委員長 

インセンティブが多いのではないかという疑念があるということで、後ほどヒアリン

グで直接聞いていただければと思います。他に御意見はありますか。 

 

委員 

利用者満足度 3（2）エのホームページ、広報について。Facebook は分かりやすく、よ

いページになっていると思います。ホームページについては、google で健都ライブラリ

ーと検索すると 4 つぐらい出てきます。健康まちづくり室、吹田市立図書館、ミズノ、北

大阪健康医療都市（健都）のページが出てきますが、いずれも関連性がよく分かりません。

「図書館はこちら」をクリックすると吹田市立図書館全体のページにリンクされていて、

健都ライブラリーがどこに行ったか分かりません。イベントを探そうとして検索すると、

健康まちづくり室の催しのところに行けば分かりますが、図書館、ミズノ、北大阪健康医

療都市（健都）とのつながりがよく分からなくて混乱します。理想的なのはひとつのポー

タルサイトがあって、ここに行けばどこのサイトにでも行けるというのがよいのではな

いかと思いました。利用者アンケートの資料 4-3 でも、ホームページのイベント詳細への

アクセスがしにくいという御意見もありましたので、利用者も実際、戸惑っていると思い

ます。イベントについて何で知りましたかという問いに対しても、市報が一番多いですが、

ホームページで見たという人はほとんどいません。ホームページ全体のお互いの関連性

がよく分からないので使いづらいということがあるのではないでしょうか。LINE を見て

知ったという人も多いので、LINE と Facebook はよいと思いますが、ホームページにつ

いては改善すべき点があるのではないかと思いました。 

 

委員長 

そのとおりかと感じます。LINE はすごくよいということも考えていくと、市の評価は、
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水準は満たしているが一定の課題はあるということで B ということですが、この評価で

よいでしょうか。 

 

委員 

気になったのはホームページ等の広報です。いかにして住民に知らせるかというのは

難しいと思います。予約もインターネットが難しかったから FAX を使っているというこ

とも聞いていますので、Ｂ評価というのはまさにそのとおりかと思います。 

イベントに関して、ノルディックウォークなどはリピーターが多いと聞いています。ノ

ルディックウォークが吹田市の目玉だと思いますので、ノルディックウォークを柱とし

ていろいろなイベントをされていますが、利用者が少なかったということもあるのでＢ

評価は妥当かなと思います。 

 

委員長 

市の評価について、総合的には妥当ではないかということかと思います。改めて指定管

理者にヒアリングをする機会をいただいていますので、インセンティブの疑念、ホームペ

ージの作り方に対しての考え方も合わせてお聞きをしたいと思っていますが委員のみな

さんそれでよろしいでしょうか。 

 

委員 

ホームページのところで迷いました。ホームページは一応、作成しています。しかし、

市が想定していたのはこのホームページだったのか。ミズノのホームページの中に健都

レールサイド公園とライブラリーがあります。私は健都レールサイド公園・健都ライブラ

リーのホームページを作ってもらうということを想定していました。これは協定書を遵

守していないとも見えます。 

 

事務局 

市としても新設のもっと見やすいページがあったらよかったとは思いますが、募集要

項や協定書で書き切れていませんでした。 

 

委員 

評価はＣに近いのではないでしょうか。google 検索では健都レールサイド公園、健都

ライブラリーになかなかたどりつけないホームページしか作っていません。ミズノにぶ

ら下がってリンクしているのは大きな問題ではないでしょうか。クオリティーは担保で

きているのでしょうか。 
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委員長 

大幅な改善を求めるということを主張してもらったらよいと思います。委員会として

は市の評価はこのままとしたいと思います。 

 

（4）評価基準に基づく第三者モニタリング・評価 

 

委員長 

それでは、健都レールサイド公園及び吹田市立健都ライブラリーの評価を進めてまい

ります。 

 第三者モニタリング・評価シートの記入、作成にあたって、指定管理者に質問等をし

ていただいて、現状を確認したいと思います。本選定委員会は必要に応じて委員以外の

者へ会議出席を求めて意見等を聴くことができますので、指定管理者を招致したいと考

えますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

委員長 

異議なしとのことですので、指定管理者の方に入室していただきます。 

 

（指定管理者入室・自己紹介） 

 

委員長 

それではヒアリングを始めます。評価シートの評価項目 1 管理運営状況、2 利用者

満足度、3 サービス提供の継続性及び安定性の順に進めていきたいと思います。1 の管

理運営内容に関して、事業運営、経費縮減、環境配慮に対する御意見等、発言をいただき

たいと思います。 

 

委員 

管理経費の縮減について、大幅に努力されています。収支として 1,300 万円の黒字経費

になりました。どのような工夫で縮減しているのでしょうか。 

 

指定管理者 

御指摘いただいたのは計画との差異ということだと思いますが、1 年目ということもあ

り、計画の段階でどれくらいかが分からない、加えてコロナの影響でライブラリーの管理

運営も 1 か月以上遅れたということもあり、メンテナンスなど計画よりだいぶ下がった

という面もあります。それも含めて大きな黒字になりました。具体的には、開館日数も少
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なかったため、人件費、広告宣伝費、教室イベントが実施できなかったということもあり、

そこを控えたということもあります。努力したというよりはできなかったということに

なると思います。なかなか正常な開館ができず、どれくらいが適正な配置人数かも分から

なかったというのもあります。今後、状況を確認しながら計画を立ててやっていきたいと

思います。（※後日、本発言について追加の意見あり。別紙１参照） 

 

委員 

人件費、広告宣伝費について計画と実績の間で差が出ているということになるのです

ね。 

 

指定管理者 

ライブラリーの開館が 1 か月半遅れたので、施設のメンテナンスも経費がかからなか

った、光熱水費もかからなかったためです。 

 

委員長 

事業運営そのもの、環境に対しての配慮という項目もありますが、それについての質問

等があれば、ぜひお聞かせください。 

 

委員 

施設の設置目的に合致した主催事業、自主事業について、回数は少なくなったと思いま

すが、1 年間を通しての管理者の評価としてどのようなことをお考えかお聞かせください。 

 

指定管理者 

コロナの関係で思うように事業ができませんでしたが、感染対策を考えながら開館記

念イベントを実施できたのはよかったと思います。お客さんにも喜んでいただけました

し、世の中が暗い空気の中、実施できたのはよかったと思っています。開館はしたものの、

1 か月も経たないうちに休館となってしまいましたが、3 月に大型ベントも開催すること

ができました。人数の縮小等はありましたが、大型イベントが 2 回できたのはよかった

と思います。公園のプログラムは 9 月 2 週目から実施できました。8 月末までは告知もで

きず、参加人数も少なかったですが、徐々に増えてきたところでまた実施できないことに

なり、なかなか思うようにできなかったのは今後の課題にしていきたいと思います。 

十分な活動が難しかったですが、健都ライブラリー、健都レールサイド公園は民間がや

っているから他の施設とは違うなと思っていただけるようにという思いでイベントを開

催してきました。ぬいぐるみのお泊まり会も市内の図書館ですでに実施されてはいます

が、有料化し、プロのカメラマンに協力いただいてクオリティーの高いものを提供できた

らという思いで実施しました。参加いただいた方には伝わったと思っていますが、市民全
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体には広報が十分とは言えないので今後の課題と受け止めています。 

高齢の方への対応として、コロナ禍でフレイル、認知機能の低下が言われている中で、

12 月から認知症カフェ「おとな倶楽部」を実施しました。市内の認知症カフェが開催で

きない中で継続してできたことは意義があると思っています。2 年目、3 年目に、民間な

らではとして印象付けられるようなイベント、市民の方への健康や医療の情報とを届け

られるように注視してイベントを実施していきたいと考えています。 

 

委員 

計画のところで読むスポーツから見るスポーツ、知るスポーツというサイクルを作る

ということが書かれていましたが、結果の方で読み取れませんでした。コロナ禍でできな

かったのでしょうか。 

 

指定管理者 

コロナ禍ということ、体制のこともあり不十分だった部分もあります。今年度開催する

教室では、図書館と連携してブックリストの紹介、本の展示などをしています。連携をと

って、今年度きちんとできるようにしていきたいと思います。 

 

委員 

考え方としてよいと思いますので、がんばっていただきたいと思います。 

 

委員 

自主事業の中でヨガ、筋膜体操など、医学的に見てもすばらしい取組をしています。も

う少しうまく広報、宣伝をやるとよいのではと思います。忍者学校もおもしろい取組だと

思います。子供が興味を持てる取組をどんどんやっていただきたいと思います。  

 

指定管理者 

筋膜体操、背骨コンディショニングをやっていますが、市民の方に分かりにくい部分も

あるのかと思います。ネーミング、告知をするときの詳細な説明など工夫していきたいと

思います。 

 

委員 

体組成など、目に見えて数値が見えるものは参加が多い印象を受けます。目に見えて数

値が出るようなものをイベントに組み込んでいくとよいのではないでしょうか。 

 

指定管理者 

フィードバックの方法などを含め考えていきます。 
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委員 

吹田市の施設でもあり、健都という地区にある施設でもあります。健都という地区のブ

ランドもあると思います。摂津市のマンションの方にも PR していくことも重要です。自

主事業としてやっていくこともできるのではないでしょうか。今度の飯塚選手のイベン

トも吹田市在住の方となっていますが、それに加えて自主事業として健都の方を対象に

というのもできるのではないでしょうか。それができるのが指定管理のみなさんだと思

います。健都地区に対して自主事業として考えていくのもよいのではないでしょうか。 

 

委員 

管理運営体制のところで、資料 2 の評価シートの経理事務について、一部、本社集中経

理を取り、適切に管理されていることを確認しましたとありますが、一部本社集中経理と

はどういうことをされているのでしょうか。 

 

指定管理者 

支払いについては決まったプログラムがあるので、そちらで申請・管理を行っています。 

 

委員 

ミズノと図書館は全部同じシステムで行っているのですか。 

 

指定管理者 

支払い関係はすべてミズノスポーツサービスで行っています。 

 

委員 

本社に担当者がいるのですか。 

 

指定管理者 

請求書が届いたら支払いの処理をするというのは指定管理の施設勤務の職員が行って

いますが、その後、本社の担当が処理しています。 

 

委員 

3 社なのでどういう経費の精算をしているのですか。最後に 3 社で分けているのです

か。 

 

指定管理者 

人件費などはお渡ししていますが、消耗品は全てミズノで支払っています。 
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委員長 

3 番目の環境配慮に関して、公園全体の管理、トイレットペーパーがなかったという話

もありましたが、管理等に関してヒアリングしたいと思います。お聞きになりたいことは

ありますでしょうか。 

 

委員 

公園の管理で、市からの報告で枯れ木の処理、危険生物の除去に不十分なところがあっ

たと聞いています。特に危険生物でアメリカオニアザミをすぐに見つけることができな

かったとありますが、どのような改善を考えていますか。 

 

指定管理者 

すぐに撤去しました。 

 

委員 

撤去はしましたが、市の職員が発見して分かったということです。造園・管理の技術講

習を受ける、委託業務として定期的に点検していただくということも必要なのかもしれ

ないです。 

 

指定管理者 

1 日 2 回巡回しています。そのときに発見したら、適宜対応します。 

 

委員 

見る目が無ければ分からないと思います。研修を受ける、専門の方と一緒に見るなどし

て、みなさんが発見できるように改善が必要と思います。技術向上、委託などの取組も必

要ではないでしょうか。 

 

委員 

芝生管理は、今年度は管理業務には入っていないですよね。これからは管理業務に加わ

ることになるのでしょうか。 

 

指定管理者 

今年度は業務委託で、指定管理業務ではないものとしてミズノスポーツサービスが請

け負っています。 

 

委員 

指定管理業務ではないのかもしれませんが、もう少し養生期間を短くするなど芝生管
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理の向上のお考えはありますか。 

 

指定管理者 

管理をしている団体とも話をしながらやっていますが、養生期間については、短期間過

ぎると芝が根付かないこともあるので、公園みどり室とも相談しながら今後考えていき

たいと思います。せっかくの公園なのでたくさんの方に御利用いただきたいと思ってい

ます。 

 

委員 

芝生の管理をどのようにしていったらよいかについても、造園業の方々に相談されて、

技術力を高めていただければと思います。 

 

委員長 

次の項目に移りたいと思います。2 番目の利用者満足度という項目で利用者対応、利用

者サービスについては最も大事なところと考えられますが、これについてヒアリングを

お願いしたいと思います。 

 

委員 

ホームページのことですが、利用者アンケートでもイベント詳細にアクセスしにくい

という声がありまして、私も google で健都ライブラリーと検索してみたら分かりにくか

ったです。健康まちづくり室のもの、図書館のもの、ミズノさんのもの、北大阪健康医療

都市ポータルサイトと出てくるのですが、これでよいと思ってらっしゃるのかお聞きし

たいです。 

 

指定管理者 

直接問い合わせをいただいた方には、「健都レールサイド公園 ミズノ」と入れていた

だければ直接、指定管理者のホームページが出てくるという御案内をしていますが、御指

摘いただいたとおり、整理が必要かと思っています。 

 

委員 

一覧できるような、それぞれに行けるようなサイトがあれば、利用者としては便利だと

思います。図書館の方に入ってしまうと、ミズノのホームページには行けない。アンケー

トを取ってもホームページで知ったという人はほとんどいないですよね、市の広報や

LINE が多い。Facebook は一覧になっていてイベントの情報にも行きやすいのでよいと

思います。ホームページについては改善していただきたいと思いました。 
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委員 

ミズノのホームページの中に健都レールサイド公園・健都ライブラリーが入っている

構成になっているのは間違っているのではと思っています。健都レールサイド公園・健都

ライブラリーのホームページを立ち上げるべきではないでしょうか。それが分かりにく

くなっている原因ということと、スポーツをする人たちへの対応ならこれでよいと思い

ますが、どんなことができるのかなと目的がなくアクセスされる方には利用しにくいも

のになっています。先ほど広告・宣伝費を削減しましたとありましたが、きっちり業務を

されていないのではないか。特にホームページを見るとそう思います。ミズノスポーツサ

ービスがされている他の体育館や競技場と同じページで、健都レールサイド公園のオリ

ジナリティが全く出ていない。ここは改善していただきたいと思います。 

 

指定管理者 

ホームページについては、行政にそこまで指摘されたことはありません。基本的にミズ

ノのホームページは、今、180 の施設を運営させていただいていますが、それを全部載せ

させていただいています。広告・宣伝費を削減したというわけではなく、コロナ禍で教室・

イベントができなかったので減ったということで、あえて削減したということではない

です。 

 

委員 

公園のアンケート結果でこのように 2 つに意見が分かれるというのは見たことがない

です。公園は基本的によいところですので、利用者満足度調査をやっても 90 パーセント

以上、少なくとも 80 パーセント以上の方が気持ちよかったと言います。今回のアンケー

トは 2 分しています。このアンケートの結果を見ると、変えていくべきではないかと思

います。コロナ禍において、イベントがなかったから広告・宣伝費が必要ありませんでし

たと言われましたが、公園の情報発信はコロナ禍だからこそデジタル情報を使って多く

されています。ここではこんな健康運動ができます、待っていてくださいという情報発信

が世界各国でされました。必要なかったというのは大きな間違いです。この機会を使って、

どう宣伝したらよいかというのはできていなかったのではないですか。 

 

委員長 

ホームページを見ていたときに、ミズノのホームページに入ると健都ライブラリーに

戻れなくなりました。イベント情報がチラシでアップロードされていますが、ダウンロー

ドをしないと見られないという二重、三重の手順を踏まなければいけないので、もう少し

ユーザーフレンドリーなところを配慮しつつ、改善していただければと個人的には思っ

ています。改善に関しては今後どのように取り組まれる予定でしょうか。 
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指定管理者 

吹田市立図書館から指定管理者につながる、指定管理者から市立図書館に行く、健康ま

ちづくり室のホームページに行くというのは相談させていただきながらになるかと思い

ます。 

単独でホームページを作ることも可能なので、費用対効果もありますが、前向きに考え

させていただきたいと思います。 

 

委員 

イベントに関して、健都にふさわしい健康増進など様々なイベントをやっていらっし

ゃいます。せっかくすばらしいイベントなので、少しでも多くの方に参加していただける

ような機会、発信方法を模索していただきたいと思います。ホームページを見ると、健康

遊具の使い方のＰＤＦファイルを見たことがありますが、字も小さいし、情報がたくさん

あり高齢者には分かりづらいと思います。文字ベースではなくて動画、あるいは映像を交

えて各健康遊具の使い方を発信できるようにしていただければ、他の公園との差別化に

もなるのではないかと思いますので、検討していただきたいと思います。今後そういった

ことも考えておられるのでしょうか。 

 

指定管理者 

昨年度、健康まちづくり室から依頼があり健康遊具の使い方動画を作って案内をさせ

ていただきました。27 基全部紹介できるよう考えていきたいと思います。 

 

委員長 

ひとつだけお願いがあります。イベントによって参加者数が多い少ないが出てくるの

は仕方がないと思われます。また、コロナ禍で開けられなかったということもあると思い

ますが、医療講座ひとつ取っても参加者数が少ない印象があります。だからといって止め

てほしくはなく、ぜひ継続していただきたいということをまずお願いしたいと思います。

加えて、継続性をベースに新たなプログラムを立ち上げることは想定されているのかと

いうところをお聞きしたいです。認知症カフェ以外で、がん患者のサロン、発達障がい児

の相談コーナーを定期的に行う、医療ケア児のための学び講座を実施する、がん患者のた

めの食事法・料理レシピの講習会を行うなど、こういうことをやってほしいといったとき

に、前向きに検討させていただきますと言っていただけるかどうか、お聞きしたいと思い

ます。 

 

指定管理者 

医療講座については月 1 回のペースで継続実施を計画しておりましたが、コロナ禍で

施設の閉館や講師の病院の都合で中止など続きました。中止になったものについては順
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延という形にしています。がん患者向けのサロンや発達障がい児向けのプログラムに関

しては、専門家との連携を作っていく必要があると感じています。次年度開催できるよう、

高次脳機能障がいの家族との交流を進めており、どういった形で開催できるかは手探り

ですが、新たな取組をスタートさせようと動き始めているところです。専門家のサポート

がないと正しい情報を届けることができないため、より一層、多方面に専門の方との連携

を深めて講座の開設に結び付けていきたいと思っております。 

 

委員長 

ぜひお願いしたいと思います。社会問題化しているところは年 1 回とかではなく、で

きるだけ市民に寄り添う形のプログラムをぜひ御検討いただきたいと思います。 

 

委員 

子育て世代が多く来られる場所になっていると思いますが、アンケートでも子供の声

を注意してほしいというのもあれば、子育て世代は子供を安心して連れて来られるとい

うこともあります。子供の声についてどのように対応していくか、どうお考えかについて

お聞かせください。 

 

指定管理者 

悲しいことですが、子育てのしにくい世の中なのかなと思います。だからこそ子育て支

援が必要だと思いますので、子育て中の方に安心して過ごしてもらえるよう、いろんな世

代にとって居心地のよいところ、いろいろな情報を提供できる場でありたいと思ってい

ます。1 つの方法としてゾーニングかなと思っています。エリアを分けることでいろんな

ニーズへの対応ができると思っています。要望は多岐にわたっていますが、全世代が取り

組まないといけないことはたくさんあり、当事者の方だけ、子育て世代だけ、認知症の方

だけの問題ではないと思います。その中で、この施設としてはいつもいろんな世代の方が

交わって交流できる場所だと思っていただけたら。この多目的室で 2 か月に 1 回、音楽

イベントを行っています。身近な場所で、子育て中の方にも来ていただきやすいものをと

考えています。中にはなぜ子供が参加しているのかという声もありましたが、ファミリー

向けのコンサートも年に数回、それ以外のものについてはお子様連れの方でも気軽に来

ていただける施設の特性を活かしたものをと考えております。 

 

委員 

図書館でもあり、交流施設でもありますので、利用者の方に相互に理解いただかなけれ

ばいけません。意識啓発もやっていただいて、多世代の方が気持ちよく交流できる施設で

あり続けてもらいたいと思います。 
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委員長 

最後に 3 番目の項目、サービス提供の継続性及び安定性の項目について、確認された

いことがあったらヒアリングをお願いしたいと思います。合わせて全体をとおしても御

質問ください。 

 

委員 

事業報告書の本社経費が予算では 648 万円となっていますが、実績としては 1,000 万

円かかっています。予算として計上しているのはどういうものなのでしょうか。なぜ 400

万円ほど経費が増えてしまったのかお伺いしたいと思います。 

 

指定管理者 

本社管理費とは本社で行っている人事、経理業務など、間接に発生している経費を一定

の案分で各施設に振り分けているものです。その率は一定で、この場では分かりませんが、

必ず発生してくるものです。予算に対して実績値が増えているというのは、人件費等、本

社で発生している経費が当初の見積もりよりも増えたということだと思います。（※後日、

本発言について追加の意見あり。別紙２参照） 

 

委員 

見積もりが甘かったのですか。実施結果で 1,300 万円ぐらいの利益収支が出ているの

で、この 400 万円が増えても赤字にはなりませんが、自主事業で 100 万円ぐらいの赤字

が出ており、1,300 万円ぐらいの収支があるので、400 万円の予算どおりにいっていれば

1,700 から 1,800 万円ぐらいの収支が出ていたことになるのではないでしょうか。コロナ

禍で事業ができなかった、初年度で分からなかったという理由があるのかもしれません

が、市が行う公益的な事業としてこれだけの収益が出るのはどうでしょうか。市民が見た

ときに、企業努力というだけで市民が納得するのでしょうか。ホームページが分かりにく

いのであれば、そういうところを改善する、公園の設備や植栽の管理を学ぶなどというこ

とに使ってはいかがでしょうか。これが続くのであれば、指定管理料が適正なものなのか

どうか市が管理していっていただかないといけないと思います。市民の税金を使ってい

るものなので、市民が納得するかどうかが一番の問題なのかと思います。市民の方がここ

に健都レールサイド公園と健都ライブラリーができて本当によかったと思う施設にして

いただきたいと思います。 

 

委員 

1 年間を振り返って、1,300 万円の収支はどのように受け止められていますか。 
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指定管理者 

民間なので赤字はダメなところがあります。今回は計画がかなり甘かったとは思って

います。まるまる利益が得られてよかったというのではなくて、利益還元をしていかない

といけないと思っていますので、市民の方に喜んでいただけるように還元していきたい

と思います。 

 

委員長 

本社管理費の中身はどう理解したらよいですか。より具体性を持って説明していただ

きたいのですが、それは分からない内容ですか。 

 

指定管理者 

今この場ではすぐには分かりません。一番大きいのは人件費で、占める割合としては人

件費が大きくなってくると思います。（※後日、本発言について追加の意見あり。別紙２

参照） 

 

委員長 

イベントが少なくて、人件費が少なかったのですよね。でも本社経費は上がっている、

そういう理解でよいですか。 

 

指定管理者 

合理的な数字を使った率で各施設に振り分けるという設定になっていますので、例え

ば健都でイベントがなかったからそれが減るというわけではないです。 

 

委員 

増えることもないはずです。 

 

指定管理者 

そうです。この場合は初年度ということで予算を低く見積もっていたのだと思います。 

 

委員 

説明責任があります。税金でということもありますので説明ができるようにされてお

いた方がよいかと思います。 

 

委員 

その辺りは市の方にも聞きましたが、詳細な説明がなかったと伺っています。本社経費

の占める割合が高いので、詳細に説明していただかないといけないかと思います。 
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（指定管理者退席） 

 

（評価・暫時休憩） 

 

委員長 

委員会を再開します。 

次第５ 答申について、お手元に委員５人の評価シートが配付されていると思います

が、最終的に答申書を提出することになります。当初は、 

１.当施設の指定管理者による管理運営は、適正に実施されていることが確認できた。 

２.当施設の指定管理者による管理運営は、一部課題があるが、概ね適切に実施されて

いることが確認できた。 

３. 当施設の指定管理者による管理運営は、改善が必要である。 

この 3 案でした。2 番目の「一部課題があるがおおむね適切に実施されていることが確

認できた」としたかったのですが、課題があるというところだけで済んでしまうと、もう

できているではないかということになってしますので、少し変えまして「一部に改善の必

要があるものの、おおむね適切に実施されていることが確認できた」という文言にして、

3 案からどれを選ぶかということを本委員会で決めていただきたいと思います。改めまし

て、各委員から出された内容について何か疑問等あれば自由に意見交換をお願いしたい

と思います。 

 

（意見なし） 

 

委員長 

３の全くできていないか、２の案の二者択一になるかと思います。評価を見ていきます

と、物によっては A の項目も多々ございますので、「当施設の指定管理者による管理運営

は、一部に改善の必要があるものの、概ね適切に実施されていることが確認できた。」と

いうことでまとめていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（異義なし） 

 

委員長 

今の内容で、本委員会の答申ということで決定をしていきたいと思います。 

それでは、本選定委員会より吹田市長に対しまして、健都レールサイド公園及び吹田市

立健都ライブラリーの指定管理に関する第三者モニタリング・評価について答申を行う

こととします。 
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（答申） 

  

また、第三者モニタリング・評価シートのコメント欄に記載いただきました内容につき

ましては、事務局でとりまとめ、【資料８】第三者モニタリング・評価により把握された

内容及び対応策へ清書し、公表となりますが、内容につきましては事務局と委員長で調整

させていただくこととし、委員長一任とさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

委員長 

以上をもちまして、本日の議事は全て終了となります。ありがとうございました。 

 

（閉会） 

 

 

 


