
様式第 3号(第 9条関係) 

会 議 結 果 

 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称 
平成 30年度第１回みよし市障害者福祉センター指定管理者選定審

査会 

開 催 日 時 
平成 30年７月 30日（月） 

午前９時 30分から午前 10時 35分まで 

開 催 場 所 市役所３階 研修室５ 

出 席 者 

（会長） 

佐野 真紀（愛知教育大学准教授） 

（委員） 

二村 友佳子（公認会計士）、井上 亘（三好特別支援学校進路指

導主事）、野々山 勝利（みよし市民生児童委員協議会会長） 

（オブザーバー） 

永田 達夫（豊田加茂福祉相談センター次長） 

 

（事務局） 

小野田福祉部長、太田福祉部次長、海堀福祉課長、深谷福祉課副主

幹、清水福祉課主任主査、佐野福祉課主事 

 

欠席／大野 素粒（豊田特別支援学校進路指導主事）、岸野 佳江

（みよし市手をつなぐ親の会会長） 

次 回 開 催 予 定 日 平成 30年 10月中 

問 合 せ 先 

福祉部福祉課 担当 清水 

電   話／0561－32－8010 

ファックス／0561－34－3388 

下欄に掲載するもの 議事録要約 要約した理由 
みよし市情報公開条例第７条

第５号に該当するため 

審 議 経 過 別紙のとおり 

 

  



平成 30年度第１回みよし市障害者福祉センター指定管理者選定審査会

会議録 
 

日 時 平成 30年７月 30日（月）  

午前９時 30分から     

場 所 みよし市役所３階      

研修室５          

 

１ 委嘱状交付 

２ 挨拶 

３ 会長選任 

４ 諮問 

海堀 

福祉課長 

ただ今から、第１回みよし市障害者福祉センター指定管理者選定審査会を開

催いたします。 

本日、小野田市長は他の公務があるため、みよし市障害者福祉センター指定

管理者選定審査会委員委嘱状は鈴木副市長から交付させていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

－ 委嘱状交付 － 

続きまして、鈴木副市長があいさつを申し上げます。 

副市長 委員の皆様には、御多忙の中、委員をお引き受けいただき大変お世話になり

ます。 

また、日頃は、本市の障がい福祉行政推進に対し格別な御理解と御協力を賜

り、重ねて、お礼申し上げます。 

本審査会は、福祉課が所管し、指定管理者により管理している障害者福祉セ

ンターの指定管理期間が、平成 30 年度で終了することに伴い、平成 31 年度か

らの指定管理者の候補者の募集及び選定について、御審議いただくものでござ

います。 
本市では、平成 30 年度から新しいみよし市障がい者福祉計画を作成し、福祉行

政の推進に努めています。また、障害者福祉センターは、みよし市や地域にとっ

て重要な施設であり、公の施設として保持するとともに、指定管理者の活力を

生かし、障がい者福祉の推進を図っていきたいと考えていますので、指定管理

者の候補者の募集及び選定につきまして、率直な意見を賜りたいと存じます。 

本日を含めて、審査会を２回開催する予定でございますので、格段の御理

解・御協力をお願いし、あいさつといたします。 

福祉課長 では、委員の皆様の御紹介をさせていただきます。 

お手元に配席表を配布させていただきました。また、資料１の委員名簿も併

せて御覧ください。 

はじめに、佐野真紀様。福祉に関する学識者として委員をお願いしておりま

す。現在は、大学の准教授をされてみえます。福祉に関する専門的な立場で障

害者福祉センターの事業等全般において審査していただきたいと思っておりま

す。 

続きまして、井上亘様。愛知県立三好特別支援学校の代表として委員をお願

いしております。知的障がいのある方と関わってみえますので、知的障がい者

福祉の立場から審査をしていただきたいと思います。 



続きまして、永田達夫様。豊田加茂福祉相談センター次長兼地域福祉課長の

永田様におかれましては、オブザーバーという立場で、この審査会への参加を

お願いしております。 

続きまして、二村友佳子様。企業経営に関する学識者として委員をお願いし

ております。障害者福祉センター指定管理者の選定にあたり、特に会計、経営

面において審査していただきたいと思っております。 

続きまして、野々山勝利様。民生委員であられますので、市民の福祉という

観点から審査をしていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

なお、本日都合により欠席されてみえますが、豊田特別支援学校の大野様に

身体障がい者福祉の立場から、みよし市手をつなぐ親の会の岸野様に当事者の

立場から、委員をお願いしております。 

続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。 

福祉部長の小野田です。福祉部次長の太田です。福祉課長の海堀です。福祉

課副主幹の深谷です。福祉課主任主査の清水です。福祉課主事の佐野です。以

上の者で事務局を務めさせていただきます。 

次に、事前に送付させていただきました会議資料の確認をお願いいたしま

す。会議資料は、「次第」、「資料１から資料９」、で、下段に付してありますペ

ージ番号で言いますと、１ページから４０ページです。なお本日、事業活動収

支計画書「様式５」、「参考資料１から３」を追加配布させていただいておりま

す。不足する資料がございましたら、お申し出いただきたいと思います。 

それでは、会長選任でございますが、資料２ページの「みよし市障害者福祉

センター指定管理者選定審査会運営要綱」第５条に、会長の選任については、

委員の互選により定めると規定しておりますので、どなたかの推薦をお願いい

たします。 

野々山 

委員 

福祉の専門家で会議の経験も豊富な佐野様に会長をお願いしたいと思いま

す。 

福祉課長 佐野様にという、ただ今の御発言に対して、御意見はございませんか。 

【異議なし】 

ありがとうございました。御異議がないようですので、御推薦をいただきま

した佐野真紀様に会長をお願いいたします。 

それでは、佐野様、会長席にお移りいただきたいと思います。 

 ここで佐野会長から、御挨拶をいただきたいと思います。 

佐野会長 会長に選出されました佐野真紀と申します。大学では社会福祉の相談援助を

専門に研究しています。みよし市とは保健所等を通じて、様々なボランティア

等の養成などで関わりを持たせていただいていました。また、三好特別支援学

校もあるので、大学でも特別支援学校の先生が大学に学びに来られたり、様々

な御縁を持たせていただいております。会長に選出されましたが、経験不足の

ところもあります。皆さんの御協力をいただきながら進めていきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

福祉課長 次に、みよし市障害者福祉センターの指定管理候補者の選定に関して、副市

長から審査会に諮問をいたします。 

－ 副市長から諮問 － 

ありがとうございました。 

なお、副市長におかれましては、他に公務がありますので、ここで退席させ

ていただきます。 

それでは、審査会運営要綱の規定により、議事の進行は会長にお願いいたし



ます。 

 

５ 議題 

  みよし市情報公開条例第７条第５号に該当するため、一部非公開 

佐野会長 早速ですが、議事に入らせていただきます。 

なお、本日の会議の終了予定時間は、午前 11 時としておりますので、御協力

をお願いいたします。 

それでは、議題の（１）みよし市障害者福祉センター指定管理期間（案）に

ついて、事務局から説明をお願います。 

事務局 （１）みよし市障害者福祉センターの指定管理期間（案）についてです。 

この期間について、委員の方々の意見をお伺いしたいと思います。 

佐野会長 ただ今の事務局の説明に対して、何か御意見、御質問はございませんか。 

【意見なし】 

 みよし市障害者福祉センター指定管理期間（案）について御意見がなけれ

ば、本案で決定してよろしいでしょうか。 

【異議なし・全員賛成】 

 それでは、議題の（２）みよし市障害者福祉センター指定管理者募集要項

（案）について、事務局、説明をお願います。 

事務局 みよし市障害者福祉センター指定管理者募集要項（案）です。 

以上、募集要項についての説明を終わります。 

様式集（案）ですが、応募団体はこの様式に沿って資料を作成し、提出して

きます。委員の皆様には、提出された資料を基に、指定管理者の選定をしてい

ただくこととなります。 

以上、様式集についての説明を終わります。委員の皆様には、事前に配布さ

せていただいております。気づいた点がございましたら、御指摘をお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

佐野会長 ただ今の事務局の説明に対して、何か御意見、御質問はございませんか。 

【意見なし】 

 みよし市障害者福祉センター指定管理者募集要項（案）について、他に御意

見がなければ、本案で決定し、これにより法人募集を行っていくこととしてよ

ろしいでしょうか。 

【異議なし・全員賛成】 

 それでは、議題の（３）みよし市障害者福祉センター指定管理者審査基準

（案）について、事務局、説明をお願います。 

事務局 それでは、議題（３）指定管理者選定基準（案）について、御説明させてい

ただきます。 

以上、選定基準についての説明を終わります。委員の皆様からの御意見をお

願いいたします。 

佐野会長 審査基準につきましては、いろいろ御意見・提案があろうかと思いますが、

審査基準の取扱について、事務局、どのようにいたしますか。 

事務局 審査基準につきましては、各項目について、内容や配点のバランス等を検討

いただいて、それぞれのお立場で、気づかれた点がありましたら、恐れ入りま

すが、８月 17 日までに事務局へ御連絡いただきたいと思います。御意見・提案

を取りまとめた審査基準について、後日、会長に相談させていただきます。 

佐野会長 取りまとめた審査基準については、変更点等を事務局から会長に相談してい

ただき、決定については会長に一任していただくということで、よろしいでし



ょうか。 

【異議なし・全員賛成】 

 それでは、続きまして、議題の（４）聴き取り調査の内容（案）について、

事務局、説明願います。 

事務局 それでは、議題（４）聴き取り調査の内容（案）について、御説明させてい

ただきます。 

以上、聴き取り調査の内容についての説明を終わります。 

佐野会長 事務局の説明に対し、何か御意見はございませんか。 

【意見なし】 

それでは、御意見もないようですので、事務局から説明がありました聴き取

り調査の内容（案）により、選定事務を進めさせていただきたいと思います。 

それでは、続きまして、議題の（５）みよし市障害者福祉センター指定管理

者選定スケジュール（案）について、事務局、説明願います。 

事務局 それでは、議題（５）選定スケジュール（案）について御説明させていただ

きます。 

以上、選定スケジュールの説明を終わります。 

佐野会長 事務局の説明に対し、何か御意見はございませんか。 

【意見なし】 

御異議がないようですので、事務局から説明がありましたみよし市障害者福

祉センター指定管理者選定スケジュール（案）により、選定事務を進めさせて

いただきたいと思います。 

 

６ その他 

佐野会長 それでは、続きまして、その他の（１）みよし市障害者福祉センター管理物

件について、事務局、説明願います。 

事務局 続きまして、４その他（１）みよし市障がい者福祉センター管理物件につい

て御説明させていただきます。資料 40 ページが管理物品となります。なお、

今回の審査会が終わり次第、障害者福祉センターの見学も予定しておりますの

で、都合のつく方は御参加ください。 

以上、障害者福祉センター管理物件についての説明を終わります。 

佐野会長 それでは、続きまして、その他の（２）第２回選定審査会開催について事務

局、説明をお願いします。 

事務局 次回の選定審査会は、10 月第２週から３週の間に開催したいと思います。日

程については、後日調整の上、決定しますので、よろしくお願いいたします。 

佐野会長 事務局、他に何かございますか。 

事務局 特にございません。 

佐野会長 それでは、本日の審査会を終了とさせていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

【異議なし・全員賛成】 

 以上をもちまして、本日の議題はすべて終了いたしました。それでは、事務

局にお返しします。 

事務局 どうもありがとうございました。今回いただきました皆さんからの意見を基

に、選定事務を進めてまいりたいと思います。 

本日の審査会で配付させていただいた書類については、今後この選定基準を

もって審査していただくこととしております。委員の皆様におかれましては、

審査会の趣旨を十分御理解いただいていると思いますが、今後、委員の皆様に

おかれましては、外部からの問い合わせなども考えられます。審査について



は、非公開で行ないますので、書類等の取り扱いについて御配慮をお願いしま

す。 

以上をもちまして、第１回みよし市障害者福祉センター指定管理者選定審査

会を終了したいと思います。最後に礼の交換をしたいと思いますので御起立お

願い致します。 

 


