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【指定管理者選定委員会委員】
坂野副委員長（流通経済大学 准教授）
，末成委員（税理士）
，林委員（公募市民），
飯塚委員（公募市民），菊地委員（総務部長），松尾委員（市長公室長）
【事務局】
企画課：岡野課長，平野課長補佐，戸﨑主査（記録者），石本会計年度任用職員
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議題(1) 事務局
議題(2) 篠原氏，泉氏，米川氏（以上「シダックス大新東ヒューマンサービス㈱」
国松課長（市文化・生涯学習課）

容

１ 開 会
２ 議 題
(1) 委員長及び副委員長の選出について
(2) 龍ケ崎市立図書館北竜台分館の指定管理者候補の選定について
３ その他
４ 閉 会
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発言者
事務局

発言内容
それでは皆様，本日はお忙しいところ，ご参集いただきましてありがとうござ
います。会議の開催前ではございますが，事務局から２件の報告がございます。
まず，１件目になりますが，４月１日付の人事異動によりまして，企画課長が
岡野となりましたのでご報告いたします。
なお，昨年度課長でありました木村は，教育委員会に異動しております。

事務局（岡野）

４月１日の人事異動によりまして，企画課長を拝命いたしました岡野と申しま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局

続きまして，２件目の報告となります。委員長の不在についてでございます。
本委員会の委員長を務めておりました川村副市長が，令和３年３月 24 日付で副
市長を辞任いたしました。
これに伴いまして，龍ケ崎市指定管理者選定委員会条例第５条第２項，
「特定の
職により任命された委員は，任期満了前において当該職を失ったときは，委員の
職を失うものとする」との規定に基づき，指定管理者選定委員の職を失っており
ます。
このようなことから，本日は，同条例第６条の規定に基づき，副委員長が委員
長の職務を代理し，会議の議長となるものでございます。
なお，委員の数につきましては，同条例第４条に，
「委員会は，委員７人以内を
もって組織する」との規定がございますことから，定数を満たしているというこ
とでございます。
また，本市では，当面の間，川村委員長に代わる補欠の委員は任命せず，欠員
とすることとしておりますことを併せてご報告いたします。
開催前の報告は，以上でございます。
それでは，令和３年度第１回龍ケ崎市指定管理者選定委員会を開会いたします。
本日の出席委員は，６名でございます。
龍ケ崎市指定管理者選定委員会条例第７条第２項の規定に基づき，委員の過半
数が出席されておりますことから，会議の開催要件を満たしておりますことをご
報告させていただきます。
また，本委員会は，龍ケ崎市附属機関の会議の公開に関する条例に基づきまし
て，議題１が公開となっておりますが，議題２につきましては，非公開となって
おりますことをご了承願います。
なお，本日は，傍聴人はおられないようでございますので，併せてご報告させ
ていただきます。
それでは，会議に先立ちまして，坂野副委員長よりご挨拶を頂戴いたします。
坂野副委員長よろしくお願いいたします。

坂野副委員長

皆さんこんにちは。年度も改まりまして，お忙しい中，ご参集いただきまして
ありがとうございます。
現在，こういう事情で委員長が欠けているということで，副委員長の私が代理
して議長を務めさせていただきますので，よろしくお願いいたします。
本日は，龍ケ崎市立図書館北竜台分館の指定管理者候補の選定などについてご
審議いただきたいと思います。
委員の皆様におかれましては，忌憚のないご意見を頂戴したいと思っておりま
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すので，よろしくお願い申し上げます。簡単ではございますが，これにてご挨拶
を終了させていただきます。よろしくお願いします。
事務局

ありがとうございました。
それでは，ここで新たな委員をご紹介いたします。令和３年３月末をもちまし
て，龍崎委員が定年退職により委員の職を失ったことから，龍ケ崎市指定管理者
選定委員会条例に基づきまして，令和３年４月１日付で，補欠の委員が任命され
ておりますことからご紹介いたします。市長公室長であります松尾委員でござい
ます。

松尾委員

市長公室長の松尾と申します。よろしくお願いいたします。
従来，総合政策部があった時代に，この委員会で担当の部長をさせていただい
ておりました。そして，私も３月 31 日付で定年退職をしていますが，４月１日か
ら再任用ということで，市長公室長を仰せつかっております。前任の龍崎とは，
歳は一緒だったんですけれども，龍崎の後任ということで，この任を全うしたい
と思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。

事務局

それでは，この後の議事の進行につきましては，坂野副委員長にお願いいたし
ます。

坂野副委員長

ありがとうございます。以下，着座にて進めさせていただきます。よろしくお
願いします。松尾委員，お久しぶりでございます。
では，今回議事に入ります前に，本日の委員会の会議録署名人を決めたいと思
います。今回は，飯塚委員と菊地委員にお願いしたいと思いますので，よろしく
お願いします。
（会議録署名人両名承諾）
それでは，議事に入っていきたいと思います。
まず，議題１「委員長及び副委員長の選出について」でございます。事務局か
らご説明お願いいたします

事務局

それでは，ご説明いたします。
本委員会の委員長及び副委員長の選出につきましては，龍ケ崎市指定管理者選
定委員会条例第６条の規定に基づき，委員の皆様の互選となっております。通例
では，立候補または推薦により委員長を選出し，委員の皆様のご了承の下，委員
長を決定してきたところでございますが，今回につきましては，事務局にて提案
させていただきたいと考えております。委員の皆様よろしいでしょうか。
（各委員異議なし）
ありがとうございます。
それでは，委員長につきましては，流通経済大学法学部で教鞭をとられ，また，
多数の自治体で指定管理者の選定・評価に携わってこられましたほか，現在，本
委員会の副委員長でもございます坂野委員を推薦いたします。

坂野副委員長

恐縮でございますが，
事務局から委員長選出についてご推薦がございましたが，
皆さんいかがでしょうか。
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（各委員異議なし）
ありがとうございます。それでは，委員の了承が得られましたことから，私が
委員長を務めさせていただきます。
引き続きまして，副委員長の選出となりますけれども，事務局の方からご提案
をお願いいたします。
事務局

副委員長につきましては，税理士としてご活躍され，また，高い専門性とその
見識に基づく様々なご意見をいただいてまいりました，末成委員を推薦いたしま
す。

坂野委員長

事務局から，副委員長選出について推薦がございましたが，皆様いかがでしょ
うか。
（各委員異議なし）
それでは，末成委員を副委員長として選出したいと思います。よろしくお願い
いたします。委員長が私，そして，副委員長が末成委員ということで進めさせて
いただきます。
本年度も委員の皆様とともに，指定管理者の候補者の選定及び管理運営状況の
評価と，指定管理を行う公共施設のより良い運営に向けて取り組んでまいりたい
と考えております。改めまして，今後ともよろしくお願い申し上げます。
続きまして，議題２に入りたいと思います。
議題２「龍ケ崎市立図書館北竜台分館の指定管理者候補の選定について」でご
ざいます。
本日は，指定管理申請者からプレゼンテーションを受けまして，適格性を確認
してまいります。適格性の確認等につきましては，事務局よりご説明いただきま
す。よろしくお願いいたします。

松尾委員
坂野委員長
松尾委員

委員長よろしいでしょうか。
どうぞ。
実は，今日は別の会議と重なっておりまして，ここで申し訳ございませんが，
退席させていただければと思います。申し訳ございません。

坂野委員長
松尾委員
事務局

わかりました。松尾委員，今後ともよろしくお願いいたします。
初回に申し訳ございません。失礼いたします。
それでは，指定管理者の候補者選定につきまして，事務局からご説明いたしま
す。
まず，プレゼンテーション及びヒアリングを実施いたします。その後に，休憩
を挟みまして，選定に移っていくというような流れでございます。
評価方法，選定につきましては，本日，非公募で指定管理者候補を選定するこ
とになっておりますことから，各評価項目についての評価・点数付けを行わず，
指定管理者としての適格性を判断していただきます。
プレゼンテーション及びヒアリングの後に，シダックス大新東ヒューマンサー
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ビス㈱が，指定管理者としての適格性を有するかについての意見を表明していた
だければ結構です。
ただし，一部に改善を要する等のご意見がある場合は，併せて表明していただ
きたいと思います。
なお，評価に当たりましては，指定管理申請要領に記載がございます審査基準
に基づき，審査を実施したいと考えております。
お手元にございます審査基準表をご覧ください。その他の留意事項についてご
説明いたします。
会議終了後，配布いたしました指定申請書は返却していただきます。皆様が記
載した評価メモ等については，回収いたしません。
また，委員の皆様におかれましては，各委員の発言内容，特に，誰が何を言っ
たか等について，第三者に知らせる等の不適切な行為は行わないようにお願いい
たします。
事務局からの説明は，以上でございます。
坂野委員長

はい，ご説明ありがとうございました。
事務局からご説明いただきましたけれども，説明のとおり進めさせていただい
てよろしいですか。
（各委員異議なし）
それでは，進めさせていただきたいと思います。プレゼンテーションに先立ち
まして，文化・生涯学習課から申請資格の確認結果について，ご報告お願いいた
します。よろしくお願いします。

文化・生涯学習課

文化・生涯学習課の国松です。
龍ケ崎市立図書館北竜台分館の指定管理申請者に係る申請資格の確認結果につ
いて，ご報告いたします。
今回，申請のありましたシダックス大新東ヒューマンサービス㈱は，お手元に
お配りいたしました，申請者に係る申請資格結果一覧表のとおり，申請要領第 123 に規定する失格事由に該当はなく，申請資格を満たしていることをご報告いた
します。以上になります。

坂野委員長

ありがとうございます。
ただ今，文化・生涯学習課より，申請資格につきましてご説明いただきました。
申請者につきまして，申請資格を満たしているということでございましたので，
早速プレゼンテーションに移ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
（指定管理申請者入室・プレゼンテーション準備）
この度，ご足労いただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。
ご準備はよろしいですか。
プレゼンテーションの時間は，通知しておりますとおり，20 分以内ということ
になっております。それでは，龍ケ崎市立図書館北竜台分館についてよろしくお
願いいたします。
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議題(2)のプレゼンテーション，ヒアリングについては「非公開」
坂野委員長

ありがとうございます。貴重な情報を賜りまして御礼申し上げます。
ほかに何か，委員の皆様でこれだけはお伝えしておきたい，言いたいという方
はおられますでしょうか。飯塚委員，林委員いかがですか。大丈夫ですか。
（各委員意見なし）
大丈夫だということで，皆様ありがとうございました。すべての委員の皆様か
らご意見を頂戴いたしましたので，指定管理者候補の選定をしたいと思います。
龍ケ崎市立図書館北竜台分館につきまして，シダックス大新東ヒューマンサー
ビス㈱，会社の置かれている状況は末成副委員長から伺いましたが，
「指定管理者
としての適格性は有する」という皆様のご意見でした。
そういうことで，こちらの委員会では，
「適格性は有する」と判断いたしまして，
指定管理者候補として選定させていただいてよろしいでしょうか。
（各委員異議なし）
ありがとうございます。
「適格性は有する」という結論に至りましたが，先程，飯塚委員やほかの委員
の皆さんからも話が出ましたので，附帯意見を付けたいと思います。
飯塚委員が心配されていたように，コロナ対策の充実，先程もヒアリングした
時にご意見がありましたが，場所的な問題がありますので，コロナ対策を充実し
て欲しいという附帯意見を付けたいと思いますが，飯塚委員それでよろしいです
か。

飯塚委員
坂野委員長

はい。
そういうことで，事務局の方から答申する時に，コロナ対策の充実をしっかり
していただきたいということを，附帯意見として載せていただきたいと思います。
それでは，結論といたしましては，もう一度お伺いしますが，龍ケ崎市立図書
館北竜台分館につきまして，シダックス大新東ヒューマンサービス㈱，こちらを
指定管理者候補に選定させていただくことを，この委員会として決定させていた
だきます。よろしいでしょうか。
（各委員異議なし）
ありがとうございます。
委員の皆様におかれましては，長時間に亘りご審議をいただきました。誠にあ
りがとうございます。
また，今年度は，例年行っております年度評価のほかに，龍ケ崎市駅の駐輪場
の指定管理者の選定も予定しております。引き続き，ご尽力いただけますように
お願い申し上げます。
それで，今回の委員会は終了ということなんですが，事務局の方から連絡事項
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があると思いますので，よろしくお願いいたします。
事務局

皆様，本日はありがとうございました。
事務局の方から連絡事項が２点程ございます。
１点目は，毎回のことですけれども，委員の皆様に報酬が支給されます。時期
としては，ゴールデンウィークを挟みますので，２週間程度の後にご指定の口座
に報酬を振り込みいたしますので，ご確認をお願いいたします。
もう１点は，会議開催前にお配りした資料で，本年度の指定管理者選定委員会
の開催日程案をお渡ししておりますので，こちらにつきましては，皆さんにお持
ち帰りの上，ご自身の日程を確認しておいていただき，事務局からゴールデンウ
ィーク明け位に改めて確認を取りまして，委員会の日程を決めていきたいと考え
ております。
なお，必要な場合は，日程を再調整させていただきますので，よろしくお願い
いたします。
事務局からは，以上でございます。

坂野委員長

ありがとうございます。
その他とありますが，その他何かご意見ですとか，お話したいという事は何か
ありますか。
（各委員意見なし）
特に無いようでしたら，これにて今回の令和３年度第１回龍ケ崎市指定管理者選
定委員会を終了させていただきたいと思います。
本日も皆様，慎重審議ありがとうございました。

令和３年度第１回龍ケ崎市指定管理者選定委員会会議録について，上記のとおり相違無いことを確認
しました。
令和

年
委

月
員

日

長

会議録署名人

会議録署名人
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