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第３号様式 

第１回船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会会議録 

（令和４年６月２１日作成） 

１ 開催日時  令和４年５月１８日（水）１４時３０分～１６時３０分 

２ 開催場所  船橋市役所 本庁舎９階 第１会議室 

３ 出席者 

  (1) 委員  戸塚 法子 （淑徳大学） 

          荒川 俊也 （千葉県弁護士会京葉支部） 

          大原 幸代 （千葉県税理士会船橋支部） 

          池田 健   （船橋市手をつなぐ育成会） 

          内田 美子 （光風みどり園保護者会） 

          岩澤 早苗 （船橋市健康福祉局福祉サービス部長） 

          國澤 一彦 （船橋市健康福祉局福祉サービス部障害福祉課長補佐） 

(2)  事務局  障害福祉課長、障害福祉課長補佐、障害福祉課施設整備係長、 

障害福祉課職員３名 

(3) その他  健康福祉局長 

４ 欠席者    なし 

５ 議題及び公開・非公開の別並びに非公開の場合にあっては、その理由 

(1)  委嘱状・辞令交付（公開） 

(2)  委員長の選任について（公開） 

(3)  募集要項（案）の審議について（公開） 

  ※但し、評価基準に関することは非公開 

(4) 評価基準（案）の審議について（非公開） 

【非公開の理由】 

船橋市情報公開条例（平成１４年条例第７号）第７条第５号に該当する不開示情報を審

議することから、同条例第２６条第２号に該当するため。 

６ 傍聴者数（全部を非公開で行う会議の場合を除く。） なし 

７ 決定事項 

(1)  委員の互選により戸塚委員が委員長に選任された。 

また、戸塚委員長より荒川委員が職務代理者として指名された。 

    (2)  募集要項の案について、事務局から説明し、審議のうえ、募集要項が決定された。 

   (3)  評価基準の案について、事務局から説明し、審議のうえ、評価基準が決定された。 

８ 議事 

 

 ◆開会 

 

○事務局（課長補佐） 

皆様におかれましては、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございま



2 

 

す。私は、本日の司会進行をさせていただきます障害福祉課・課長補佐の川端と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。以降は着席して進行させていただきます。 

本日は委員全員が出席ですので、「船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会の設置要綱」

第５条第２項により、委員の過半数の出席がございますので、会議を開くことができます。 

はじめに、本日の委員会の資料の確認をさせていただきます。 

フラットファイル１冊をご用意しております。ファイルの中をご確認ください。一番上に資料一

覧がございます。それ以降、資料一覧にあります番号に合わせまして、インデックスを付けてござ

います。順番にご説明いたします。 

まず、「１.第 1回船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会次第」「２．第 1回船橋市光風みど

り園指定管理者選定委員会の開催」「３．船橋市光風みどり園指定管理者選定委員に係る留意事

項について」「４．船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会委員名簿」「５．船橋市光風みどり園

事業概要」「６．船橋市光風みどり園指定管理者の指定に関する要綱」「７．船橋市光風みどり園指

定管理者選定委員会の設置要綱」「８．船橋市障害者授産施設条例」「９．船橋市障害者授産施設

条例施行規則」「10．船橋市情報公開条例」「11．船橋市個人情報保護条例」「12．船橋市附属機

関等の会議の公開実施要綱」「13.船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会における会議の

公開に関する取扱基準」「14.会議を非公開とする場合の内規」「15．指定管理者選定委員会スケ

ジュール（案）」となっております。 

足りない資料などはございますでしょうか。 また、開催通知とともに送付しました募集要項・

評価基準を本日使用しますが、お持ちでない方はいらっしゃいますでしょうか。  

なお、今回の委員会の資料につきましては、まだ未定稿であることと、不開示情報が含まれて

いるため、会議終了後にすべて回収させていただきますので、よろしくお願いいたします。  

次に、本日の会議の公開・非公開について説明させていただきます。 

フラットファイルの資料 13 番、「船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会における会議の

公開に関する取扱基準」をご覧ください。第９条に「この取扱基準に定めるもののほか、会議の

公開に関し必要なことは別に定める」と定めております。こちらを根拠として、会議を非公開と

する場合の内規を定めております。資料 14番をご覧ください。第１項第１号に「事前に会議の公

開・非公開が決定され情報公開されることから、あらかじめ委員長と協議の上、会議の公開・非

公開を決定するもの」としております。 

次に、資料 12番「船橋市附属機関等の会議の公開実施要綱」第２条第１項第１号をご覧くださ

い。同号の規定により、「遅くとも会議開催の１週間前までに会議の開催に係る書面を所管課等

のホームページに掲載すること」となっており、会議の公開・非公開の別について記載する必要

があります。 

続きまして、資料 13 番の「船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会における会議の公開

に関する取扱基準」第２条をご覧ください。同規定に基づきまして、傍聴者の定員については、

委員会開催のつど委員長が定めるものとしております。本日は第 1 回の会議であり、まだ委員

長が選任されておりませんので、会議の公開・非公開ならびに傍聴者の定員については、事務局

で次のように定めさせていただきます。 

会議の公開・非公開につきましては、「評価基準（案）の審議」は、資料 10 番、船橋市情報公開
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条例第７条第５号に該当する不開示情報が含まれるため、非公開とします。また、同じく「募集要

項（案）の審議」のうち、選定方法・評価基準に係る部分についても同様に非公開といたします。

その他の審議については公開とします。 

次に、傍聴人の定員を５人といたします。 

なお、本委員会の議事録につきましては、原則委員名を含め公開となっております。不開示情

報が含まれる部分につきましては、公開されませんが、不開示理由が消滅した場合には、公開さ

れます。 

会議録は会議終了後に事務局で作成します。 

また、会議の概要につきましては、会議終了後概ね１週間以内に作成し、公表となります。 

公表についてはホームページへの掲載及び行政資料室での配架にて行います。 

続きまして、資料７番の「船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会の設置要綱」第４条第５

項をご覧ください。委員の皆様には、守秘義務がございます。委員としての任期を終了した後も

守秘義務がございますので、よろしくお願いいたします。 

次に、お手元の資料３「船橋市光風みどり園指定管理者選定委員に係る留意事項について」を

ご覧ください。 

委員の皆様には、指定管理者選定のプロセスにおいて、透明性・公平性を確保する必要がある

ことから、選定委員が代表を務める団体、又は選定委員がその団体の意思決定に参画する立場、

若しくは重要な経営方針等について知りうる立場にある職を務める団体が、今回の指定管理者

選定の対象となっていることが判明した場合には、選定委員を辞退していただきますので、ご理

解のほど何卒よろしくお願いいたします。 

なお、本日は傍聴者の申し出はありません。 

 

◆次第１ 委嘱状・辞令交付 

 

〇事務局（課長補佐） 

それでは資料の１番、次第に沿いまして委員会を進めます。 

まず、次第１、委嘱状・辞令交付です。事前に委員の皆様の机の上に、委嘱状又は辞令を置か

せていただいております。お名前など、お間違えはないでしょうか。 

 

◆次第２ 健康福祉局長挨拶 

 

〇事務局（課長補佐） 

それでは続きまして、次第２、健康福祉局長、大竹からご挨拶させていただきます。 

 

〇健康福祉局長 

皆様こんにちは。健康福祉局長の大竹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆様方

におかれましては、大変お忙しい中ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

今回、皆様に指定管理者の選定をお願いいたします光風みどり園は、知的障害のある方を対
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象に福祉的な就労の場の提供や、自立訓練などを行います多機能型の通所施設で、約 100 名

の方々が利用されております。 

昭和 60 年に市の直営施設として開設をいたしまして、平成 17 年から指定管理者制度を導

入してございます。今回で４回目の選定となります。 

さて本市では、今年度から５カ年計画となります「第４次船橋市障害者の施策に関する計画」

をスタートさせました。基本理念といたしましては、「障害の有無によって分け隔てられることな

く、誰もが個人としての尊厳が重んじられ、共生できる社会の実現」、これを掲げてございます。

市が目指す地域共生社会の実現に向けまして、障害のある方の自立や社会参加、これを支援す

る光風みどり園の役割というものは、大変重要なものであるというふうに考えてございます。 

委員の皆様方におかれましては、こういった趣旨をご理解いただきまして、最も適切な事業者

を選定していただきたいというふうに考えてございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇事務局（課長補佐） 

健康福祉局長は、公務のためここで退席させていただきます。 

 

〇健康福祉局長 

 今日はよろしくお願いいたします。失礼いたします。 

 

◆次第３ 委員紹介 

 

〇事務局（課長補佐） 

続きまして、次第３、各委員の紹介をさせていただきたいと思います。資料４番「船橋市光風み

どり園指定管理者選定委員会委員名簿」をご覧ください。 

名簿の順にご紹介させていただきます。 

戸塚法子委員でございます。 

 戸塚委員は、千葉市にあります淑徳大学総合福祉学部の教授をされております。総合福祉の

見地からご意見をいただきたいと存じます。 

続きまして、荒川俊也委員でございます。 

荒川委員は、弁護士として千葉県弁護士会京葉支部に所属されており、同支部の高齢者・障が

い者支援センターの委員長としてもご活躍されております。その専門的な見地からご意見をい

ただきたいと存じます。 

続きまして、大原幸代委員でございます。 

大原委員は、税理士として千葉県税理士会船橋支部に所属されております。申請のあった法

人の財務状況や収支計画等について、専門的見地からご意見をいただきたいと存じます。 

続きまして、池田健委員でございます。 

池田委員は、船橋市手をつなぐ育成会の代表であり、船橋市自立支援協議会の委員も務めら

れております。障害がある方及びそのご家族の福祉の向上を図る活動をされておりますので、

その専門的見地からご意見をいただきたいと存じます。 
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続きまして、内田美子委員でございます。 

内田委員は、今回指定管理者を選定していただく施設、光風みどり園保護者会に所属されて

おります。利用者の視点からご意見をいただきたいと存じます。 

続きまして、岩澤早苗委員でございます。 

岩澤委員は、船橋市健康福祉局福祉サービス部長でございます。 

 

〇岩澤委員  

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇事務局（課長補佐） 

続きまして、國澤一彦委員でございます。 

國澤委員は、船橋市健康福祉局福祉サービス部障害福祉課課長補佐でございます。 

 

〇國澤委員  

よろしくお願いいたします。 

 

◆次第４ 職員紹介 

 

〇事務局（課長補佐） 

 続きまして、次第４、事務局職員の紹介をさせていただきます。 

 

〇事務局（課長） 

障害福祉課、課長の阿部でございます。よろしくお願いいたします。 

 

〇事務局（施設整備係長） 

障害福祉課施設整備係長の飯村と申します。よろしくお願いいたします。 

 

〇事務局（職員） 

施設整備係の岡崎と申します。よろしくお願いいたします。 

 

〇事務局（職員） 

同じく川上でございます。よろしくお願いします。 

 

〇事務局（職員） 

同じく小暮と申します。よろしくお願いいたします。 

 

◆次第５ 委員長の選任 
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〇事務局（課長補佐） 

続きまして、次第５、委員長の選任に移ります。 

資料７番の「船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会の設置要綱」第４条をご覧ください。

同条の規定により、委員会には委員長を置き、委員長は委員の互選により定めることとなります。

本委員会の委員長について、皆様いかがでございましょうか。  

 

〇池田委員  

はい。学識経験も豊富な戸塚委員にお願いできたらと思いますけれども、いかがでしょう。 

 

〇事務局（課長補佐） 

戸塚委員というお声をいただきましたが、いかがでしょうか。 

 

〇一同  

異議なし。 

 

〇事務局（課長補佐） 

 ありがとうございます。それでは戸塚委員に委員長をお願いしたいと思います。戸塚委員、よ

ろしくお願いいたします。 

 ごあいさつを一言いただければと思います。 

 

○戸塚委員長  

はい。このたび委員長を拝命させていただきました、淑徳大学の戸塚と申します。着座のまま

失礼いたします。円滑な議事進行等ができますよう尽力してまいりたいと思いますので、本日は

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局（課長補佐） 

 ありがとうございます。それでは、これより戸塚委員長に議事進行をお願いしたいと存じます。 

 

○戸塚委員長  

それではここから、私が議事進行をさせていただきます。 

はじめに資料７番の「船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会の設置要綱」第４条第４項に

より、委員長が欠けた場合又は事故あるときに、職務を代理する委員について、あらかじめ委員

長が指定すると定められております。こちらにつきましては、荒川委員を指名させていただきた

いと思います。 

 

○一同  

異議なし。 
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○戸塚委員長 

ありがとうございます。それでは荒川委員に委員長の代理をお願いしたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

○荒川委員 

よろしくお願いいたします。 

 

◆次第６ 選定委員会について 

 

○戸塚委員長 

続きまして次第６、選定委員会について事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局（施設整備係長） 

はい。では、私、施設整備係長の飯村から、本委員会についてご説明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。 

 本委員会は資料７番の設置要綱第１条にあるとおり、光風みどり園の指定管理者の選定のため、

設置された委員会でございます。 

今後、本委員会にお願いいたします事項を説明します。資料７の設置要綱第２条をご覧くださ

い。同条の規定により、「指定管理者を選定するにあたっての指定管理者評価基準を決定するこ

と」並びに「指定管理者評価基準に基づく事業計画書等の提案内容についての評価、及び指定

管理者候補者の選定に関すること」を審議し、指定管理者候補者を選定していただくこととなり

ます。 

簡潔にご説明させていただきますと、募集をかけるにあたり、どのような内容を事業計画とし

て提案してもらい、またその提案された事業計画書をどのような基準で審査するかを決めてい

ただきます。 

そして、次はそれに基づいて提出された申請書類の書面審査、法人の面接審査を行い、その

評価を点数であらわしていただきます。この順位が高い法人の点数が一定基準以上であれば、

指定管理者にふさわしい者として委員会で決定し、市長に報告をしていただく、というような流

れになります。 

 次に、今後の会議の日程について簡単にご説明いたします。お配りした資料 15 の「指定管理

者選定委員会スケジュール（案）」をご覧ください。本日の募集要項と評価基準の審議内容の結

果を受けまして、６月 15日号の「広報ふなばし」及び船橋市のホームページにおいて募集を行い

ます。 

これ以降は予定になりますが、委員の皆様にお集まりいただきたいのが、書面審査を行う９月

下旬の第２回選定委員会、面接審査を行う 10 月中旬の第３回選定委員会でございます。また８

月下旬ごろから９月上旬にかけまして、申請書類の事前審査を皆様個別にお願いしたいと考え

ております。 

なお、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、第２回選定委員会が今回のような対面で
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なく書面開催となる場合がございます。 

この日程の調整については、後ほど事務局から皆様にお諮りいたします。 

以上でございます。 

 

◆次第７ 光風みどり園の概要 

 

○戸塚委員長 

ありがとうございました。それでは次第７に進みます。光風みどり園の概要につきまして、事

務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局（施設整備係長） 

はい。資料５番の「船橋市光風みどり園事業概要」をご覧ください。 

 まずは施設の概要ですが、光風みどり園は、昭和 60 年に開設した、多機能型の障害福祉サー

ビス事業所です。定員が 100名で、管理運営は社会福祉法人大久保学園が行っています。 

光風みどり園は障害者総合支援法に基づく通所の施設で、知的障害によって一般企業に就職

することが困難な人のために仕事のしやすい設備を整え、日々家庭やグループホーム等から通

うことにより、生活支援や作業指導を行い、社会的自立を促進することを目的としています。 

現在の作業活動ですが、利用者の個々の適性や能力に応じて、清掃班・園芸班・室内作業班の

３つの作業班に分かれ、日中作業を行っています。 

以上でございます。 

 

○戸塚委員長 

ありがとうございました。ここまでで、何か質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

はい。 

 

◆次第８ 募集要項（案）の審議 

 

○戸塚委員長 

 それでは続きまして、次第８の「募集要綱（案）の審議」に移ります。事務局から説明をお願いい

たします。 

 

○事務局（施設整備係長） 

はい。「船橋市光風みどり園指定管理者募集要綱（案）」の１ページ、目次をご覧ください。募集

要綱（案）につきましては３つに分けて審議をお願いいたします。 

①まず、「１ 指定管理者が行う管理の基本方針」から「９ その他管理運営にあたっての留意

事項」までをまとめて説明しますので、そのあと審議をお願いいたします。 

②次に、募集方法である「10 指定管理者募集に関する事項」を説明しますので、審議をお願

いいたします。 
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③そして、次に「11 指定管理者候補者の審査・選定等」のうち「（１）指定管理者選定員会の設

置について」から「（５）順位づけの方法」までは、次第９の評価基準（案）の審議にて説明しますの

で、後に回し、「（６）審査結果の通知及び公表について」から最後の「14 業務の引継ぎ」までを説

明しますので、審議をお願いいたします。 

 では、まず５ページの「船橋市光風みどり園指定管理者募集要項」をごらんください。こちらに

は指定管理者制度の趣旨及び本募集要項の取り扱いについて記載しており、申請者はこれに沿

って応募していただきます。時間の都合上、内容すべての詳細はご説明できませんので、主な内

容について説明いたします。 

 

〈１ 指定管理者が行う管理の基本方針〉 

 ５ページの「１ 指定管理者が行う管理の基本方針」をご覧ください。（１）ですが、光風みどり園

は、障害者総合支援法に規定する生活介護、自立訓練、就労継続支援Ｂ型、日中一時支援事業を

実施しています。 

（２）は、①から⑨までを、管理の基本方針として定めました。申請者には、これらの基本方針に

基づいて、事業計画を提案していただくことになります。 

 

〈２ 施設の概要〉 

 次に６ページの「２ 施設の概要」です。次第７の際に説明いたしましたが、光風みどり園は昭和

60年４月に船橋市の直営の施設として開設し、平成 17年度から指定管理者制度を導入してお

ります。知的障害をお持ちの方の定員 100 名の通所施設で、面積・施設内容等については記載

のとおりとなっております。 

 

〈３ 指定管理者が行う業務〉 

 次に、「３ 指定管理者が行う業務」として、まず、「ア 船橋市障害者授産施設条例第５条に規

定する業務に関すること」を説明します。具体的に７ページから８ページにかけて、①から⑦まで

を定めております。順にご説明いたします。 

①利用者支援に関すること、②創作的活動及び生産活動に関することですが、特記事項とし

て３点定めました。 

まず、※印の１です。利用者の日課に関すること及び作業内容は、利用者への配慮から当分の

間、継続して実施していただきます。こちらについては、知的障害者の方が通所される施設です

ので、指定管理者が変わり、突然全ての作業項目が変わってしまうのは順応が難しい部分がご

ざいますので、当分の間、現指定管理者の作業・仕事を継続していただきます。 

次に※印の２番。現在光風みどり園で実施している市営霊園清掃作業については、指定管理

者制度が導入される前の直営時より業務を依頼しており、官公需の一環として行っているため、

継続して実施していただきます。 

次に※印の３番として、主な収益源となっている園芸作業についても継続して実施していた

だきます。 

※印の２番と３番の２つの事業に関しては、後で説明いたしますが、業務に要する経費の一部
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を指定管理料にて市から指定管理者へ支払いをします。  

 次に、③利用者に対するその他福祉サービス、④施設の管理に関する業務内容を行っていただ

きます。 

 次に、⑤利用者の送迎については、路線バス本数の少ないみどり園の利用者の通所の利便性

を考え、通所時の送迎と、先ほど説明した市営霊園での清掃作業に従事する利用者の、みどり園

との往復の送迎を行っていただきます。 

また、特記事項として３点定めました。８ページをご覧ください。※印の１として、利用者送迎

については第３者への委託を「可」としております。※印の２として、基本的には現在の運行経路

を維持していただきますが、より良い運用があれば提案していただくということになります。※

印の３として、委託する際には入札を行っていただきますが、市の入札基準によって業者の選定

を行っていただきます。こちらは指定管理料を支払う上で、市の基準にのっとりコスト削減に努

めていただくということになります。 

 次に、⑥給食運搬についてですが、こちらは清掃活動に従事する利用者に対し、市営霊園まで

の給食の運搬を行っていただきます。こちらについても、今お話しした※１～３番に準じた形と

なります。 

 ⑤と⑥についても後で説明いたしますが、業務に要する経費を指定管理料にて市からお支払

いをします。 

 最後に⑦その他、光風みどり園の運営に関する業務のうち、市と協議のうえ、市長が認めるこ

ととなった事業についても業務の範囲となる場合があります。 

 また、申請者から提案があったことについても、指定管理者が行う業務となります。業務の全

部を第３者に委託することはできませんが、専門的部分など、自ら行うことができないことにつ

いては、市の承認を得て委託することができます。 

 次に「イ 自主事業について」として、市で指定する指定管理者の業務以外に、申請者の自主的

な取組みとしてどのようなものを行っていただくかを、事業計画書にて提案していただくため

に設けております。また、現指定管理者が行っている自主事業等について、継続、変更又は廃止

するかを提案していただきます。なお、提案いただいた内容については、市が効果等を判断し承

認をするという形となりますので、提案した内容が必ず実施できるものではございません。 

 

〈４ 施設の開所時間等〉 

 続きまして９ページ「４ 施設の開所時間等」です。 

 条例では開所時間について午前９時から午後４時までと規定しておりますが、現在は現指定管

理者からの申し出により、開所時間を４時半までとしています。 

開所時間を条例で規定する時間から変更しようとする場合には、事業計画書にて提案をして

いただきます。 

 ②休所日は記載の通りです。 

 ③開所時間並びに休所日を変更する場合には、承認申請をしていただきます。恒常的に変更

するには規則にて定める必要がありますが、臨時の変更として、例えば月ごとに「この日とこの

日を開所日にしたい」とのことであれば、規則に定めることを必要としません。こちらの臨時の
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変更については、時間の変更が利用者のサービス向上につながるものとの考えから、規定され

ているものです。 

 

〈５ 指定期間〉 

 次に「５ 指定期間」ですが、令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までの５年間といたしま

す。 

 

〈６ 管理運営に関する経費等〉 

 次に「６ 管理運営に関する経費等」ですが、光風みどり園の管理運営に要する経費は、利用料

等により賄うことといたします。 

 （１）利用料について、総合支援法に基づく自立支援給付費等と、利用者が所得に応じて負担す

る利用料は、指定管理者の収入となります。 

 次に 10 ページ、（２）指定管理料については、業務の内容のところで触れさせていただきまし

たが、市が指定管理者に、特にお願いする業務に要する経費として支払うものです。市が上限金

額を提示し、それに基づき申請者より必要経費を提案いただきます。なお、実際の指定管理料は、

提案に基づき市との協議の中で決定することになります。 

 指定管理料の内訳について説明いたします。 

10ページの下から数えて６行目、「（参考）１年度分の積算金額の内訳」をご覧ください。 

 ①土地借上料相当分として、園芸作業の用地借上げ料相当分です。 

 ②車両運行管理業務分として、大型バスによる利用者の送迎及び給食の車両運行分の必要経

費です。 

 ③路線バスでの利用者支援分の必要経費です。 

 以上の①から③については、過去の実績を元に市が積算したものです。 

 次に④送迎加算による介護給付費収入については、利用者の送迎に係る介護給付費等報酬の

加算制度であり、指定管理者の収入となります。よって、②の指定管理料と重複する部分につい

ては減額する必要があるため、マイナスの金額となっております。こちらも実績により想定した

ものです。 

 以上により、１年では 13,236,160 円、５年間では 66,180,800円を指定管理料の上限金

額として設定しました。 

なお、こちらの指定管理料については、実績額を元に精算を行います。 

 以下、（３）と（４）は、施設及び設備、物品等の修繕等を行う場合の負担区分について定めてお

ります。 

 

〈７ リスク分担〉 

 続きまして、12 ページ、「７ リスク分担については、指定管理期間内における様々な変動要因

に対するリスクについて、表のとおり、市または指定管理者のどちらが分担するかを定めたもの

です。 
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〈８ 業務評価〉 

 次に、「８ 業務評価」とは、施設の運営に関し、協定等に従い適正かつ確実に行われているか、

また安定的・継続的な施設運営が行われる状況にあるかなど、あらかじめ定めたサービス水準

を維持し、向上に向けて業務を実施しているかどうかを判断するために実施するものです。 

 また、その他、申請者が独自に業務評価を実施する場合には、事業計画書により提案をしてい

ただきまして、こちらも評価の対象となります。以下、（２）から（５）については労働関係法令の

遵守や業務評価の結果を受けての改善指導、結果の公表等について定めております。 

 

〈９ その他管理運営にあたっての留意事項〉 

 続いて、13 ページの「９ その他管理運営にあたっての留意事項」についてですが、（１）として、

管理運営を行う上で遵守すべき法令等を掲げております。 

 以下、（２）から（14）まで、光風みどり園の管理運営に際して留意していただきたい事項を定め

ております。 

 ここまでで募集要項の１から９までの説明を終わります。 

 

○戸塚委員長 

ご説明ありがとうございました。お手元の「船橋市光風みどり園指定管理者募集要項（案）」の、

それぞれの５ページ以降のページ数に従って、具体的に詳細にご説明をいただきました。 

 ここまでで、何かご意見あるいはご質問等ございますでしょうか。 

 

○池田委員  

はい。 

 

○戸塚委員長 

はい。それでは池田委員、お願いいたします。 

 

○池田委員 

よろしいですか。12 ページの、リスク分担表のところなんですけれどね。経済情勢…これ、リ

スク管理は指定管理者になっていますね。もうご存じのように、こういう状況が今後どの程度ど

うなるかっていうのは、全く予測つきませんよね。そういったことは、応募する指定管理者があ

る程度想定して、計画に盛り込むということですか。 

 もちろんその場合には、市との相談になると思うんですけど…。一方的でもないと思うんです

けど、非常に心配ですよね。そういうのがちょっと懸念だったものですから。特にお答えはいり

ません。 

はい。以上です。 

 

○戸塚委員長 

池田委員、ありがとうございました。 
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 12 ページのところの、リスク分担表の経済情勢。そこの人件費・物件費等の物価変動のところ

で、なかなか予測がつきづらいというところをそれなりに想定して、応募者が作成して書いてこ

なければいけないということで、ということでございますよね。 

 事務局から特に説明はご必要ないということで、よろしいですか。 

 

○池田委員  

はい。結構です。 

 

○戸塚委員長 

はい。ありがとうございました。 

 続きまして、お手を上げていただきますか。 

 

○岩澤委員 

いいですか。 

 

○戸塚委員長  

はい。岩澤委員、お願いいたします。 

 

○岩澤委員 

岩澤でございます。 

 確認でございますけれども、12 ページの「８ 業務評価」から 16 ページまで、「その他管理運

営に当たっての留意事項」のところなんですけれども。この５年間の業務内容や社会情勢、国の

動向などを踏まえて、変更・追加した点はあるかどうか、そこを確認したいと思います。 

 

○戸塚委員長 

岩澤委員、ありがとうございました。 

 今、12ページのところの「８ 業務評価」（１）から 16ページまでのところで、ここに係わること

として、何か変更された点等がありましたら、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

○事務局（施設整備係長） 

はい。事務局からお答えをさせていただきます。 

 今回、募集要項で新たに加えた記載がございます。今回の主な変更点としましては、13ページ、

（２）労働関係法令の遵守状況の確認について。 

 あとは15ページ、（６）職員配置及び職員研修の実施について記載している内容の一番下の行

になるんですけれども、感染症への対策等の研修を必要に応じて実施すること。 

 あとは 16 ページ、（12）災害等発生時の対応協力について。続いて、（13）障害者差別解消に

係る配慮について。 

 以上の項目を、昨今の社会情勢を踏まえ新たに加えさせていただいております。 
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 以上でございます。 

 

○戸塚委員長 

事務局、ご説明ありがとうございました。 

岩澤委員、よろしゅうございますでしょうか。 

 

○岩澤委員 

はい。確認できましたので、ありがとうございました。 

 

○戸塚委員長 

はい。ありがとうございます。 

 そのほかに、委員の方々からございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。はい。 

 それでは次に募集方法の「10 指定管理者募集に関する事項」につきまして、事務局からご説

明をお願いいたします。 

 

〈10 指定管理者募集に関する事項〉 

○事務局（施設整備係長） 

はい。では募集要項 17 ページの「10 指定管理者募集に関する事項」についてご説明させて

いただきます。 

 まず、（１）スケジュールについてです。本日の第１回選定委員会において、募集要項を確定しま

して、６月 15日から募集要項の配布を市ホームページにて行います。次に、７月４日に申請者説

明会、現地見学会を開催いたします。こちらは事務局で対応しますので、委員の皆様にお集まり

いただく必要はございません。 

 その後、質疑受付・回答を行い、７月 22 日から８月 22 日まで申請期間とします。その後、書

面審査を９月下旬、面接審査を 10月中旬に行います。面接審査ののち、指定管理者候補者が決

定しますので、業務引継ぎ等に関する協議を 10月下旬から始めていただきます。 

 指定管理者の指定は市議会の議決事項ですので、議案を 12 月の令和４年第４回船橋市議会

定例会に提出しまして、議決を経て、指定管理者の指定が令和５年１月に行われます。その後、指

定管理者と市で協定書の協議を開始し、業務引き継ぎ、利用者への説明会を行い、４月１日から

業務開始という流れになります。 

 以下、19ページまで、募集手続きの詳細について定めました。 

 次に、19 ページの（３）申請資格についてです。令和４年４月１日時点で障害者総合支援法第５

条第７項の規定による生活介護及び第５条第 12 項に規定する自立訓練を実施する障害福祉サ

ービス事業所を５年以上運営した実績がある法人を対象としました。こちらの５年以上の運営実

績については、指定期間の５年間、継続的に安定して運営できる法人を求めるためです。 

この他に船橋市の障害福祉行政への理解・協力をすることや、労働関係法令を遵守している

者であること、役員等が暴力団等に関与していないこと等を定めております。 

 次に、（４）申請の手続きについてですが、まず①申請書類として提出いただくものを定めまし
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た。20 ページの提出書類一覧表をご覧ください。２番、船橋市光風みどり園事業計画書につい

ては、申請者が実際に光風みどり園をどのような形で運営するのか提案していただく書類にな

ります。書類審査にあたっては、主にこの事業計画書の提案を評価していただきます。 

 次に、提出書類一覧７番として、令和４年度の収支予算書及び事業計画書を求めております。

また、提出書類一覧の８番、直近２年分の決算関係の書類として、表に記載の書類を提出してい

ただきます。 

 こちらについては、21ページの⑤失格事項のカ、法人等の財務状況が著しく悪化していること

により５年間の指定期間中安定した業務履行が困難ではないかどうかを判断する資料として、

書類事前審査の際に、税理士でいらっしゃいます大原委員にご審査いただきまして、ご判断をお

願いしたいと考えております。 

 その他、22 ページまで、申請をしていただく際の注意及び留意事項等を規定しました。募集に

関する事項の説明は以上です。 

 

〇戸塚委員長 

事務局からのご説明ありがとうございました。引き続きということで、資料の 17 ページから

22ページまでのところを具体的にご説明いただきました。 

 ここまでで何かご質問・ご意見等ございますでしょうか。 

 はい。國澤委員、よろしくお願いいたします。 

 

〇國澤委員 

はい、國澤でございます。 

 今、説明の中でですね、具体的には 17 ページのスケジュールの中で、申請者説明会及び現地

見学会が７月４日に開催されますというお話があったのですけれども。申請者は、こちらに出席

するのが義務なのかどうかというのを、ちょっと確認させていただきたいなと思います。お願い

します。 

 

〇戸塚委員長 

はい。それでは今、國澤委員からご質問がありました、こちらの説明会・現地見学会、申請者の

方がそこに参加するのが義務なのかどうかということについてお答えをお願いいたします。 

 

〇事務局（施設整備係長） 

事務局より回答させていただきます。 

 今回の申請者の説明会及び現地見学会の出席に関しては、出席を義務としておりません。希望

があれば開催をさせていただきたいと考えております。以上でございます。 

 

〇戸塚委員長 

ありがとうございました。國澤委員よろしいでしょうか。 
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〇國澤委員 

はい、ありがとうございます。 

 

〇戸塚委員長 

 はい、ありがとうございます。他にご意見・ご質問等ございますでしょうか。よろしゅうござい

ますでしょうか。 

 では、23 ページからの「11 指定管理者候補者の審査・選定等」の（１）～（５）は後ほど審議い

たしますので、選定後の手続きについて事務局からご説明をお願いいたします。 

 

〈11 指定管理者候補者の審査・選定等〉 

〇事務局（施設整備係長） 

はい。それでは選定後の手続きについてご説明させていただきます。募集要項（案）の 27 ペ

ージをご覧ください。 

 （６）審査結果の通知及び公表についてですが、選定委員会において、もっともすぐれた提案を

行った法人を選定し、市長へ書面にて報告していただきます。その結果に基づき、市長が指定管

理者の候補者を選定いたします。ただし、申請者の行った提案が選定委員会の定める最低基準

に達しない場合、指定管理者候補者として選定いたしません。こちらの詳細につきましては、後

ほどご説明させていただきます。 

 指定管理者の候補者の選定結果は、書面で申請者に通知するとともに、市のホームページ等に

て公表いたします。公表にあたっては、全ての申請者の選定結果を公表しますが、申請者名につ

いては指定管理者候補者と２番目に評価の高かった法人を次順位者として公表します。 

 次に、28 ページの（７）に移ります。指定管理者候補者と業務の細目について市は協議を行い

ます。協議が成立しない場合には、次順位者と協議を行います。 

 次に、（８）指定管理者候補者として選定された法人は市議会の議決を経たのち、指定管理者と

して指定されます。 

 次に、（９）指定管理者候補者は、指定を受けた後、業務開始までに指定障害福祉サービス事業

所の指定を受けていただきます。 

 次に、（10）何らかの事由によって指定管理者の指定が取り消される場合、市は指定管理者選

定時に次順位者となった法人と次期指定管理者候補者としての協議を開始することとしていま

す。 

 

〈12 指定管理者との協定の締結〉 

 続いて 12 ですが、市は指定管理者と指定された法人と業務を実施する上で必要となる詳細

事項について協議を行って、それに基づいて基本協定を締結いたします。 

 

〈13 指定の取消し等〉 

 29 ページに移っていただき、「13 指定の取消し等」です。管理業務が不適切と認められる場

合等には、指定期間中であっても、指定の取り消しや、指定管理業務の一部または全部を停止す
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ることがあると定めております。 

 

〈14 業務の引継ぎ〉 

 30 ページ、14 にて新しい指定管理者と現指定管理者との業務の引き継ぎに関する事項等に

ついて定めました。 

 選定後の手続きについての説明は以上です。以上で、「評価基準に関すること」を除く募集要項

（案）についての説明を終わります。 

 

〇戸塚委員長 

事務局からご説明ありがとうございました。引き続きまして、27 ページから 30 ページのと

ころに関しますご説明を事務局からいただきました。 

ここまでで何かご質問・ご意見等ございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

 

○一同 

異議なし。 

 

〇戸塚委員長 

 はい。それでは「評価基準に関すること」を除く募集要項（案）についての審議は、以上で終わり

とさせていただきます。 

 それでは、ここで 10分間の休憩を取りたいと思います。 

 なお、この先の審議、次第８「募集要項（案）の審議について」の評価基準に関するもの及び次

第９「評価基準（案）の審議について」につきましては、船橋市情報公開条例第７条第５号に該当

する不開示情報が含まれますため、非公開となります。 

 それでは、10分間の休憩とさせていただきます。 

 

（休憩） 

 

◆次第９ 評価基準（案）の審議      

 

非公開の審議等であるため、船橋市附属機関等の会議の公開実施要綱第８条第３項後段の規

定により記載を省略します。 

 

◆次第 10 次回の日程等 

 

○事務局（施設整備係長） 

はい。事務局よりご連絡があります。 

 参考に募集要項 17ページのスケジュールをご覧ください。 

 ８月22日に応募書類を締め切りまして、その後、書面の事前審査ということで、事前に委員の
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皆様に評価をし、仮採点をしていただきたいと考えております。評価の対象となる申請書類一式

につきましては、個人情報を含むものであり、適切な管理が必要ということから、事務局で一括

して管理させていただきます。よって各委員さんの事前審査にあたりましては、郵送させていた

だくか、市役所にお越しいただくか、個別に調整させていただきたいと思います。また大原委員

には、ご説明させていただきました決算関係書類の審査を併せてお願いしたいと思います。 

 日程につきましては、後日、各委員さんと調整をとらせていただきたいと思います。 

 事前審査ののち、第２回選定委員会につきましては、９月下旬の開催を予定しております。面接

審査を行う第３回選定委員会は、10月中旬の開催予定でございます。 

 以上でございます。 

 

〇戸塚委員長 

はい。事務局より、ありがとうございました。 

 それでは、これで第１回船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会のほうを終了とさせていた

だきたいと思います。 

皆様、長時間にわたりまして、お疲れ様でございました。なお、冒頭で事務局からご説明があ

りましたように、今回の資料一式等は、こちらの机の上に置いてお帰りのほう、よろしくお願い

いたします。 

 では、今日はどうもありがとうございました。 

 

○一同  

ありがとうございました。 

 

９ 資料・特記事項 

（１） 傍聴者配布用資料 

１． 第１回船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会次第 

２. 第１回船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会の開催 

３. 船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会委員に係る留意事項について 

４．船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会委員名簿 

５．船橋市光風みどり園事業概要 

６．船橋市光風みどり園指定管理者の指定に関する要綱 

７．船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会の設置要綱 

８．船橋市障害者授産施設条例 

９．船橋市障害者授産施設条例施行規則 

10．船橋市情報公開条例 

11．船橋市個人情報保護条例 

12．船橋市附属機関等の会議の公開実施要綱 

13．船橋市光風みどり園指定管理者選定委員会における会議の公開に関する取扱基準 

14．会議を非公開とする場合の内規 
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15．指定管理者選定委員会スケジュール（案） 

・船橋市光風みどり園指定管理者募集要項（案） 

・添付資料 

・申請書類 

 

（２）特記事項なし 

 

１０ 問い合わせ先 健康福祉局福祉サービス部障害福祉課施設整備係 

電話番号 ０４７-４３６-２３４４ 

 

 


