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平成２７年度第２回石狩市北石狩衛生センター運営モニタリング会議 議事録 

 

  

■ 開催日時 

  平成２７年１２月１０日（金）午後２時００分～午後２時５５分 

 

■ 開催場所 

 

  石狩市北石狩衛生センター 会議室 

 

■ 出席委員 

  ・秋 山 雅 行 委員長（学識経験者委員） 

  ・本 吉 俊 一 副委員長（町内会、自治会等推薦委員） 

・蔵 崎 正 明 委 員（学識経験者委員） 

  ・山 本 裕 子 委 員（学識経験者委員） 

  ・高 橋 祐 二 委 員（町内会、自治会等推薦委員） 

  ・大 黒 利 勝 委 員（町内会、自治会等推薦委員） 

  ・小笠原 政 美 委 員（町内会、自治会等推薦委員） 

  ・長谷川 和 男 委 員（町内会、自治会等推薦委員） 

  ・小 山 玲 子 委 員（市内関係団体等推薦委員） 

  ・柴 田 志寿子 委 員（市内関係団体等推薦委員） 

  ・永 澤 由香梨 委 員（市民公募委員） 

  ・三 島 照 子 委 員（市民公募委員） 

  ・石 田 靖 子 委 員（市民公募委員） 

 

 ■ 事務局 

  ・環境市民部長 新 岡 研一郎 

  ・環境市民部ごみ・リサイクル課長 伊 藤 英 司 

  ・同課廃棄物担当主査 扇  武 男 

  ・同担当主任 大 澤 義 宗 

 

 ■ 説明員 

  ・環境市民部北石狩衛生センター所長 笹 川 三 弥 

  ・同センター業務担当主査 渡 部 道 夫 

  ・同担当主査 藤 山  茂 

  ・石狩三友メンテナンス株式会社常務取締役 有 田 英 之 

  ・同社業務部長 熊 本 進 誠 
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  ・同部課長代理 松 井 隆 幸 

  ・同社経理責任者次長 佐 藤 鋭 司 

  ・株式会社ドーコン都市環境部主幹 竹 森 憲 章 

  ・同部副主幹 東 田  淳 

  ・同社経理部参事  畠  秀 明 

 

 

 ■ 傍聴者 

  ０名 

 

 ■ 議 事 

  １報告事項 

① 平成２７年度石狩市北石狩衛生センター運営におけるモニタリングの実施状況

について（上半期分） 

② 平成２６年度石狩市北石狩衛生センター運営における財務状況について 

  ２その他 

 

 ■ 平成２７年度第２回石狩市北石狩衛生センター運営モニタリング会議開会 

 【伊藤課長】 

  皆さん、こんにちは。ごみ・リサイクル課の伊藤と申します。 

  本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます、時間となりましたので開催

して参りたいと思います。 

  なお本日、浅水委員、中井委員の２名につきましては、欠席と連絡を受けておりますの

で、宜しくお願い致します。 

  次に配布資料の確認をさせていただきます、配布資料は２種類、Ａ４版１枚ものの会議

次第、もうひとつがモニタリング会議資料でございます。 

  モニタリング会議資料には議事に係る①から③までの資料のほか、参考資料と致しまし

て本年４月から変更いたしましたモニタリング要領と運営管理状況評価基準を掲載して

おります。 

  それでは、これより平成２７年度第２回石狩市北石狩衛生センター運営モニタリング会

議を開催いたします、開会にあたりまして、秋山委員長よりご挨拶いただきます。 

 

【秋山委員長】 

  皆さん、こんにちは。 

皆様、本日はご多忙のなか、お集まりいただきありがとうございます。 

  本年度、第２回目の会議となります、今回の案件は２件と聞いておりますので、委員の

皆様の忌憚のないご意見、また、ご協力をいただきながら議事進行に努めたいと思います

ので、どうぞ宜しくお願い致します。 
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  それでは事務局より本日の日程の説明をお願い致します。 

 

【伊藤課長】 

  それでは私から、本日の日程についてご説明いたします。 

  議事の１報告事項①「平成２７年度石狩市北石狩衛生センター運営におけるモニタリン

グの実施状況について（上半期分）」、報告事項②「平成２６年度石狩市北石狩衛生センタ

ー運営における財務状況について」、以上案件２件を予定しております。 

 

【秋山委員長】 

  ありがとうございました。それでは議事の１の報告事項①「平成２７年度石狩市北石狩

衛生センター運営におけるモニタリングの実施状況について（上半期分）」の報告をお願

い致します。 

 

【伊藤課長】 

  それでは、石狩市がこの北石狩衛生センターの運営のモニタリングを委託しております

株式会社ドーコンから説明していただきたいと思います。 

  宜しくお願い致します。 

 

【株式会社ドーコン竹森主幹】 

  株式会社ドーコンでございます。宜しくお願い致します。 

私からご報告させていただきます。資料－①をご覧いただきたいと思います。 

  平成２７年度上半期のモニタリング結果を掲載しております。冒頭説明がございました

が、平成２７年４月から新しい基準でモニタリング評価を行ってございます。 

  ご参考にということで昨年度の３月期を新しい評価基準で評価したらどうなるかとい

うことで参考にさせて点数をこの表で示してございます。 

  また、表の下のほうには、昨年度の３月期については前回のモニタリング会議で報告済

みですが、仮に今年度の４月期を旧評価基準で評価したらどうかということで、これも参

考までに下の表、右の欄になりますがお示ししております。 

  では、上の表の４月から９月までのモニタリング結果をご報告させていただきたいと思

います。 

  まず、共通という項目の運営管理につきまして、４月でございますが１０．４点となっ

てございます。防災管理については３．６点、その他が４．０点となってございます。 

  建築・計量棟のなかで、計量については３．０点、建築物管理につきましては３．６点

と、焼却施設運転管理につきましては１２．８点、維持管理については８．６点となって

ございます、破砕施設の運転管理については６．８点、維持管理については８．６点とい

うことになってございます。 

  最終処分場につきましては運転管理については１１．６点、維持管理については８．６

点ということで、これらを合計いたしまして評価点数としては８１．６点ということで、
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総合評価といたしましては８０点を超えていますので総合評価はＡとさせていただいて

ございます、５月以降９月までにつきましても４月と同じ評価結果となってございまして、

いずれにつきましても評価点数は８１．６点で総合評価はＡとなってございます。 

  説明は以上でございます。 

 

【秋山委員長】 

  ありがとうございます。只今、報告事項①「平成２７年度石狩市北石狩衛生センター運

営におけるモニタリングの実施状況について（上半期分）」の報告をいただきましたが、

只今の報告について、何かご質問等ございましたらお願い致します。 

 

【山本委員】 

  よろしいでしょうか、全て総合評価がＡということで大変良い結果となっておりますけ

ども、一点質問なのですが、最終処分場の運転管理で３月期から４月期以降、改善されて

点数が上がっていますけども、８ページの評価表を見ると、４月期の運転管理のところが

３月期より良くなっているようで、具体的にどのような点が良くなっているのか教えてい

ただけますか。 

 

【株式会社ドーコン竹森主幹】 

  昨年の３月期のモニタリングの中で最終処分場に関する帳票の一部に記載ミスがござ

いましたので、それで３月の評価が下がっていたということで、４月期以降その記載ミス

が修正されたことで、評価点が上がったということになってございます。 

 

【山本委員】 

  ありがとうございました。 

 

【秋山委員長】 

  その他質問等ございますか、三島委員どうぞ。 

 

【三島委員】 

  教えていただきたいのですが、基礎点が３．０点で評価点が１．２点だとか、例えば、

運営管理の市民対応、見学者対応の評価で１．２点とあるのですが、４月期から９月期ま

で、ずっと６か月間、悪い評価はずっと悪くて、いい評価はずっと良いのですけど、それ

って石狩三友メンテナンスが評価点を良くしようという努力が足りないのか、それとも評

価が厳しいのか、それとも石狩市がもう少し良くしてほしいという姿勢が足りないのか、

よくわからなくて、評価点が６ヶ月間同じ点数で推移しているというのがおかしいかなと

思っているのですが、どうなのでしょうか。 

 

【秋山委員長】 
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  評価点、評価の仕方に係ってくる質問なのかなと思いますが、そのあたり評価の仕方に

ついて説明お願いいたします。 

 

【伊藤課長】 

  この北石狩衛生センターの運営を長期包括委託ということで石狩三友メンテナンスに

運営維持管理の委託をしているわけですが、委託する段階で、要求水準書というものを作

成しまして、その要求水準以上のことをしてくださいというものを示しています。 

  この要求水準を満たすということがこの評価でいうところの可という評価となります。 

可の部分をどう判断するかというところの考え方になるのかなと思いますが、我々が求

める要求水準書は十分満たしている、そのうえで、さらなる優れた独自の工夫や積極的な

取組みがあった場合については良という評価にするという評価基準が設けられている状

況でございますので、可という評価自体をどのように見るのかという考え方になってくる

と思いますが、私どもといたしまして、この施設の運営のかかる水準というところでは十

分、要求を満たしている状況なのかなと判断しているところでございます。 

 

【三島委員】 

  可と良の評価基準のことを聞いているわけではなくて、例えば、４月の時点で１．２点

と評価されているのに、６ヶ月間点数が変わらなかったわけですよ、ふつうだと点数を上

げる努力をするはずですよね、委託されている側は。 

ずっと評価が上がらないのに、その状況のままを石狩市は見ているだけなのかなと思う

わけです。 

  一般的に考えると評価点が変わらないということは、ずっとなにもしてこなかったので

すかという話になりませんか。 

 

【伊藤課長】 

  そうしましたら、委託先の石狩三友メンテナンスのほうから、この評価から更なる上積

みを求めようとした場合にどういった取組みが可能で、どのようなことが出来るか、どう

のようなお考えをされているか、実際に現場で働いている方々から今後の取組みをお話い

ただくということでどうでしょうか。 

 

【三島委員】 

  私は、三者に問題があるのではないかと考えていて、６ヶ月間そのままの評価点でほう

っておくのと、石狩三友メンテナンスだって一生懸命努力しているのになにも言えない状

況なのか、三者で評価について話あったりしないのですか。 

 

【伊藤課長】 

  いえ、石狩三友メンテナンスとは定期的にお話をさせていただいています。 
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【三島委員】 

  それでも評価点数は上がらないものですか。 

 

【伊藤課長】 

  この評価の点数のなかに表れてこないということはあるのですが、細かいなかでの取り

組みを実際に行っているということもございますので、その点について石狩三友メンテナ

ンスからお話していただこうと思いますが、いかがでしょうか、それでは宜しくお願い致

します。 

 

【石狩三友メンテナンス㈱熊本部長】 

  評価については株式会社ドーコンにしていただいているので、どういう評価になるかは 

別にして、まったく努力をしていないかという質問にだけお答えできるかなと思いますが、

たとえば見学者対応の評価については、ずっと可という評価で推移していますが、見学者

対応で小学生の方とかいろいろな方が見学に来られていて、あとでお示しできるとすれば、

たとえば小学生の方々からだと見学の内容が非常に良かったということでお礼の作文で

すとかお礼状をいただいたりしております。 

 たとえば、そういったところを評価するときに、可か良にならない評価になっていると

いうことがあるのかなと。 

 努力をしていないということではなくて、運営の努力はしているけれどもそれが評価に

まで、つながっていないのかなというのが、こちらのほうのお話としてあると思います。 

 先ほど何度か説明があったと思いますが、基本的に要求水準書にあるとおり運営するの

がわたくしどもの業務の原点でございますので、要求水準書にある要求まで到達していれ

ば、ある言い方をすれば満足、不満足で言えば、十分に満足していただける状態ではない

かなと、さらにそのなかでも、特にがんばって、ここまでやってもらえているということ

で良い評価ができるということなのかなと、こちら側として勝手に思っているところで、

評価の仕方についてはドーコンさんに聞いていただければと思っています。 

 

【株式会社ドーコン竹森主幹】 

 評価基準というのが３段階評価ということで資料の５３ページの参考資料-②というこ

とで掲載してございます。 

 わたくしどもは当然、この評価基準に照らし合わせて、毎月一回モニタリングを行うな

かで、提出される資料あるいはそれに対する説明を求め、確認しながら評価をさせていた

だいてございます。 

 さきほどからお話がでておりますが、目にみえない部分でいろいろと努力されていると

いうことは当然承知してございます、お話もいろいろ聞いてございますし、評価基準があ

りますから、それに照らし合わせて、頑張っている部分は良という評価をさせていただい

てございます、ただ６ヶ月間、良の評価がさらに上がっているとか、可の評価のなかでも

少し良くなっているとかありますが、あくまで、評価としては良、可、不可となっていま
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して、不可の評価になるようなことは運営上されていない、要求水準書を満足されている

ということで、良か可となるのですが、そのなかで評価基準に合わせて複数名で評価させ

ていただいているという状況になってございます。 

 

【秋山委員長】 

 これは、すごく難しくて、最初に評価軸を作ったときに、どういう状態だと可で、どう

いう状態であれば良なのかということの明確な基準というのはなかなか作りづらい、たと

えば、さきほどの見学者対応の評価基準のところについても、見学者があるときにお礼状

が届くなどあるのですが、見学者がない状態ですとか、そのときの評価をどうしたらいい

かというのは明確に示しづらいという点がひとつの問題点であると思います。 

 さきほどもお話がでましたけども、基本的に要求水準を満たすという部分と、どの段階

までいけば、より良い評価になるのかというところはある意味、明確性に欠けるのかなと、

あくまで点数評価をしなければならないという場合に点数として見えてこない部分とい

うのがどうしても出てきてしまうというところが、三島委員のご質問につながっていると

思いますけども、たとえばどういったところに力をいれて改善しようとしているのかとか、

そういったところをある程度、評価表の備考欄などにコメントなどを付け加えていただく

とかで、おそらく全項目について改善点をあげていくのは難しいと思いますが、そのなか

でもどの段階の、どの項目について力をいれているか、改善を目指しているかについて具

体的に示していくということもひとつの方法なのかなと考えているのですけども、そのあ

たりはどうでしょうか。 

 

【三島委員】 

 専門家の方たちは、そういうふうにわかると思うのですけれど、わたしたちにしたら、

ぜんぜんわからなくて、良か可かはわかるのですがその基礎になる得点が６ヶ月間ひとつ

も変動していないということがどういうことなのだろうと、どちらにしても三者が関係し

ているのに、評価点が変動していないことについて三者ともそれでよしとしているのか、

そのなかでも、さきほどおっしゃられていたとおりに基準点があって評価をしているのだ

ということであれば、少しは評価点が変動してもいいのではないか。 

この評価表はホームページに掲載されていると思いますけども、この評価表を一見した

かぎりだと、石狩三友メンテナンスさんはなんの努力もしていないのではないかというこ

とになってしまうのではないかと思うのですね、この一年間くらい評価点は変動していな

いと思いますけど、それでいて、たとえば運転計画を作成し報告しているかという項目に

ついてはずっと１．８点で、可の評価で、計画に沿って運転管理がなされているかの評価

について３．０点の良になって十分に満足できる評価だということが、ちょっと理解でき

ないのです。 

  ともかく難しいモニタリングの評価なのですが、一年以上モニタリング会議に参加して

いるのにずっとわからないのですよ。 
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【秋山委員長】 

  そうですね、点数付けところについては基準点を設けるとき、問題になった点だと思う

のですけれども、その部分の問題と点数がずっと変動していない状態で、いま三島委員が

おっしゃたように、この現状に満足して、今の状態がずっと続ければいいということなの

か、それともいろいろ努力をして、今は結果がまだ出ていないけれども、先を見据えて点

数があがる努力をしているのかというのがもう少し見えるような評価表の表記の仕方が

必要になってくるのではないかと思いますが、そのあたりはどうでしょうか。 

 

【伊藤課長】 

  はい、いま秋山委員長からお話がありましたとおり、この評価表だけ見ますと評価点の

固定化は間違いなく事実でありますので、先ほどからお話がでているように、たとえば特

記事項を設けまして、ある月の特別に取り組んだ事項、このような改善をした、努力をし

たなど、結果的には評価点は変わっていないかもしれませんが、こういったことがあった

ということを改めて記載できるような事項もこの評価表に設けたうえで、今後、とり進め

ていくという考え方もあるのかなと思っておりますので、そういったこともご意見をいた

だきながら、改めていきたいなと考えております。 

 

【蔵崎委員】 

  わたくしからもよろしいでしょうか、わたしも同じにように考えまして、事故防止管理

と防災管理の評価については可で、ごみの計量及び計量データの管理が適切になされてい

るかの評価は良なんですね、それで防災管理について計画どおりなされているというのと、

計量がきちんと行われているという評価の良と可それぞれの違いが見えないんですね。 

  そう思う反面、防災管理の計画があった場合、きちんと遵守されているということであ

れば、それ以上に付け加えるものがないという意味の現状維持でいいという意味の可なの

か、なにもしてないというか、していないわけではないとは思うのですが、いわゆる今の

問題をより良くしようということがないという意味の可なのか、そのあたりどうなのでし

ょうか。 

  たとえば、計量についても計量しているか、してないかの二者択一だと本来であれば思

うのですが、しかし、アディショナルの良をつけるには理由があるわけですよね、そのあ

たりが、他の人がおっしゃるとおり、いまひとつ見えないかなと思います。 

 

【株式会社ドーコン竹森主幹】 

  さきほどもお話したとおり、５３ページの評価基準、細かい内容は５４ページからです

が、たとえば防災管理等ということであれば５４ページに評価基準が掲載してございます。 

  防災管理ということで、評価内容としては、共通の欄の防災管理のなかの防災管理とい

うところで記載されておりますが、組織やマニュアルを整備し適切な対応がなされている

かということで、評価は３段階ありまして、良が要求水準書に示す事項を遵守し、かつ事

業者の創意工夫による管理をしていると、可が要求水準書に示す事項を遵守している、不
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可が要求水準書に示す事項を遵守していないということで、これは当然、要求水準書に満

足していることを確認してございます。 

  そのうえで、創意工夫というのが良という評価の判断基準になってございますので、そ

こが必ずしも、私どもがモニタリングさせていただいたなかでは、確認できなかったとい

うことで可という評価にさせていただいております。 

  さきほど、計量の話もありましたが、建築・計量棟の計量、計量管理、ここで良につい

ては、搬入・搬出物の計量をし、計量データをわかり易く取りまとめ、管理している、可

が搬入・搬出物の計量をし、計量データの作成・管理しているということで、これについ

ては、わかり易くまとめられてという報告書になってございますので、このわかり易くと

いう評価基準に当てはまるということで、良と評価させていただいております。 

  毎月、同じく報告書を作成されていても、評価基準に沿って、評価項目に沿ってどうか

ということで評価させていただいているというところでございます。 

  

【蔵崎委員】 

  お話は非常によくわかりました、おっしゃるとおりだと思いますが、ただ拝見して考え

て、もしも、いま現状で最高のいわゆる安全管理上の方針があるとしたら、それ以上の創

意工夫はありえないと、もし判断していたら、おそらくいつも可の評価にしかならないで

すよね。 

  そういう意味で、評価自体にある一定の低くなるような要因が潜んでいるのではないか

なと思いまして、それは悪いという意味ではなくて、ひとつのルールがあって改善してい

けば評価があがって、でも、だんだんとそれが最高に、今の段階で一番良い状態になれば

可の評価にしかならないわけですよね。 

いちおう当面、その状態を変えようがないという意味で。 

そうするとそこのあたりの評価というものは、もう少し考えないといけないのかなと、

現状をきちんと表すような評価法というものは他にも何かないのかなと思います。 

 

【秋山委員長】 

  たしかに創意工夫による管理というところは、非常に難しい部分があって、どう良い状

態の管理をしていけば創意工夫になるのかというところの、最初に想定したものがあって

の評価軸なのか、それともまったくない状態、現状での想定できるものの最高点がいまの

状態だという考え方であれば、それは良の評価に匹敵する評価というのも妥当といえば妥

当という考え方もあると、そのあたりのところの評価軸、評価点というか評価の仕方の、

最初の評価基準の問題になってくると思うのですけども、そのあたりのことをどうしてい

くか少し改良の余地があるのではないかと考えます。 

  あと、たとえば創意工夫による管理というものを実際に行うということもそうなのです

けれども、実際、創意工夫しようという考えのもとで、これを進行しようとしているのか

というところも実はあって、たとえば他のところでの実績だとか、そういうものをどれく

らい、汲みとって情報として押さえているかとか、そういったところの努力というか、そ
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ういったところも踏まえたうえでの良の評価という考え方もあるでしょうし、そのへんの

ところ創意工夫する余地があるのかないのかという情報を得ているのかというところも

ひとつ必要になってくるのではないのかなと、そのあたりは皆さんご意見いかがでしょう

か。 

 

【石狩三友メンテナンス㈱熊本部長】 

  私からよろしいでしょうか、いろいろご議論いただいて、私どもとしては非常に嬉しく

思っていまして、点数の評価などいろいろむずかしいことがありながら、ドーコンさんに

はいろいろ考えていただいているのは確かなことですし、皆様がおっしゃっているのもご

もっともな意見だと思います。 

  ただ、創意工夫があって良の評価を目指すのが本来の仕事のやり方だとおっしゃってい

て、私自身もそうは思っているのですが、たとえば計量の業務ですと逆に全てのことが正

しく行われているのが正しくて、それが間違っていたらアウトなんですよ。 

  どんなに立派にやっても、正しい値をいれればいいということだから、本当は良という

評価は非常によく評価していただいているので、そういったところについては良という評

価はなくて、逆に可の評価だけですよね。 

  たとえば、正確に書きなさいというところは正確に書くしかないので間違ったらアウト

ですよね、１００点を取りなさいというものについては１００点を取るしかないので、そ

の上の１２０点はないんですよね、業務のなかにはそういったところは多々ありますので、

そういったところは個別にどうしたら評価が上がるかをドーコンさんとお話させていた

だき、業務によってはいろいろな理由が出てくると思いますので、そのあたりについては

石狩市の指導を仰ぎながらやらせていただくのがいいのかなと思っていました。 

  少々つらいのは、おっしゃられていた１００点か０点かという評価項目が多いので、ど

れだけ努力をしても変わらないというか努力して１００点を保たなければいけない業務

もあるということをご理解いただければと思います。 

 

【秋山委員長】 

  非常に難しい問題ですが、モニタリングがスタートして間もないということもありまし

て、見直しをしたほうがいいという部分は修正しつつ、進めていくことが必要なのかなと

思いますし、やはり実際に関わる市民の方が理解できるような示し方というのは必要にな

ってくると思いますので、そのあたりの吟味というのはしていく必要はあるかなと思いま

す。 

たとえばこの評価軸を少し見直す必要があるという考え方であれば、今おっしゃったよ

うな、なかなか３段階評価の設定がむずかしい項目もあったりするわけで、そのへんにつ

いては無理に３段階評価にせず、２段階にして評価するという考え方もあると思いますし、

そのへんについて、ご意見があればお出しいただきたいなと思いますがどうでしょうか。 

たしかに３段階で評価していくこの評価軸がこうなっている以上、それで評価せざるを

えないのが現状であるわけですし、評価点を上げる努力をするという形にしても、実際に
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それが評価に結びつくのとまた現状とは違うというところあって、たとえば山本委員はど

うお考えですか。 

 

【山本委員】 

  そうですね、すごく難しい問題だと、たしかに思います。 

どちらかというと基本的な要求を満たしていれば１００点とするような評価にしても

いいのかなと思います。 

  工夫している点の中身が見えないのがすごくわかりにくいのかなと思います、たとえば

良の評価のところでどこが評価されて良としたのか、すべてをあげていくのは難しいのか

と思いますが、この評価基準だと適切と丁寧はどこがどう違うのか、適切で十分なんです

よね、あとはコメントでどう評価したか記載するなどですかね。 

 

【秋山委員長】 

  この評価点については、三島委員から出されたことでいうとひとつにはどういったとこ

ろでの努力というか対応しようとしている点なのか、いまひとつ見えないというところが

あったと思うのですが、少なくともそういった部分については見えるようにするというこ

とと、それから評価基準のところについてはある程度、クリアしていればよしとするので

あれば、３段階評価ではなく２段階評価とするなどの考え方でくみとって修正していただ

くということでどうでしょうか。 

 

【株式会社ドーコン竹森主幹】 

  評価する側から、参考にコメントさせていただきますが、３段階で明確に評価できると

ころはほぼ無くて、いろいろお話を聞きながら資料を見ながらで、やや主観的な部分も入

ってくるのも致し方ないかなと思っています。 

  石狩市から委託業者に発注されている条件については要求水準書を満たしているかと

いう点だけでございます、極端な話でいうと評価点が上がれば、その分、委託料が多くな

るかだとかという話でもなく、それが逆にその評価基準を下回れば委託料が減額になると

いう契約条項になっていると理解してございますので、その観点からして、今の議論もあ

れば、場合によってはですね、今の３段階評価から○か×のような２段階評価にするとい

うこともひとつあってもいいのかなというところも評価する側としては考えてございま

す。 

  ただ、モチベーションをあげて、もう少し頑張ってもらうためには評価点というのは必

要になってきますので、そのへんについて、もう少しご意見あれば、いろいろ出していた

だければと勝手ですがそう思っているところでございます。 

 

【伊藤課長】 

  私からもよろしいでしょうか、今いただきましたご意見をふまえまして、３段階のまま

評価したほうがいい部分、２段階で評価したほうがいい部分、こういったところの中身を
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精査しながら、今後どういった評価基準を作っていったほうがいいのかというところを、

しっかりと石狩市といたしまして検討していきたいなと思っておりますので、そういった

ことで皆様から更なるご意見をいただければありがたいですし、そういった考えで進めて

いきたいと今現在考えております。 

 

【秋山委員長】 

  ひとつにはこの評価を行っていくうえで、重要なことは要求水準のとおり適正に運営管

理がなされているかなされていないかが一番だと思いますので、そのへんのところが明確

に見えるということが必要ですし、それプラス改善されているところがどこなのかという

ところがプラスとして見えてくるというような形の評価が出来ればいいのかなというふ

うに考えております。 

 

【秋山委員長】 

  そのほか、ご質問等ございますか、ないようですので、議事の①の報告事項について事

務局で検討していただければと思います。つづきまして次の議事に移りたいと思います。 

  それでは報告事項②「平成２６年度石狩市北石狩衛生センター運営における財務状況に

ついて」ご報告をお願い致します。 

 

【株式会社ドーコン畠参事】 

  財務モニタリングを担当しております株式会社ドーコンの畠でございます。 

  それでは、資料３９ページ、資料-③に基づいてご説明いたします、最初に数値で示し

ております経営分析結果というものがございまして、その次がそれらに対する評価となっ

ております、最後のほうの３番のところの参考というのがそれぞれの指標の意味となって

おります。 

  まず、モニタリングの概要についてご説明させていただきたいのですけれども、石狩三

友メンテナンスさんが北石狩衛生センターの運営を安定的かつ継続的に可能な財務状況

にあるか確認することがモニタリングの目的となっております、具体的には収益性、安全

性、キャッシュフローの３分野をモニタリングの対象としております、これらの項目の意

味するところを簡単に申しますと、収益性というのは継続して事業を行うだけの収入があ

るかどうか、それから安全性というのは負債の支払い能力が十分であるか、キャッシュフ

ローというのは、資金繰りに問題がないかというような意味になってございます。 

  これらを数値化するにあたって、石狩三友メンテナンスさんから監査済みの財務諸表の

提出を求めておりまして、それにしたがって分析結果の数値を作成しております。 

財務諸表につきまして４０ページの真ん中のあたりに、本分析にあっては下記の財務諸

表等を用いたといくつか書類の名称が書かれていますけども、こちらのほうを基に分析を

行っています。 

  それでは各指標とそれに対する評価についてお話しします、まず収益性についてですが、

総資本経常利益率は前期に比べ、若干上昇しております。それから自己資本経常利益率と
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売上高経常利益率は前期に比べやや低下しております。こちらについてはまず総資本経常

利益率ですが、こちらのほうは経常利益が前期より増加したと、それから総資本が前期よ

り多少少なくなったということで、これは分子と分母の関係にあるんですけれども、分子

の部分にあたる経常利益のほうが大きくなって、分母にあたる総資本のほうがやや減少し

たため、前期と比べて率があがったということになっております。 

  それから自己資本経常利益率については、４期目になりますが利益の蓄積がすすんでお

り、たとえますと利益の貯金のようなものですけれども、利益の蓄積がすすんで前期と比

較して自己資本が増えたため、こちらが分母になるわけですが、分母が大きくなった関係

で数字のほうは前期と比べて若干低下しております。 

  それから第４期につきましては増収増益だったのですけれども、利益が増えた率よりも

売上が大きくなった率のほうが大きくなったため、売上高経常利益率は前期に比べて、や

や低下しておりますが、いずれもすべての数値はプラスになっておりますので、特に問題

はないと考えております。 

  続いて、安全性についてはこちらのほうは、いくつか数値の目標がある指標があります

が、それらのうち流動比率、当座比率、固定比率、固定長期適合率これらいずれも、目安

とされている数値をクリアしていますので、これについても問題はないと考えております。 

  それから自己資本比率については、先ほども申しましたが利益の蓄積がすすんだことと

長期で借り入れている負債がありますが、こちらの返済が順調に行われていますので負債

の額が減少したことで、数値のほうは年々上昇しています。 

  それから、流動比率、当座比率は短期的にどれだけ支払い能力があるかということで手

元の資金力を示しておりまして、固定比率と固定長期適合率は固定資産の調達をどの程度、

自己資本や長期資金で賄っているかを表すもので資金繰りが圧迫しているかどうかを示

すような数値になっております。 

  それから自己資本比率は自己資本とは自分のお金というふうに考えられますので、返済

不要の資本で事業を行っているのかということを示す数値になってございます。 

  それから、最後にキャッシュフローについてですが、キャッシュフローは営業キャッシ

ュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローというものがあるんですけれど

も、基本的には営業キャッシュフローのなかで投資キャッシュフローと財務キャッシュフ

ローのマイナス分をカバーできればいいというふうになっているのですが、第４期におい

ては営業キャッシュフローがマイナスになっております、ただこれも理由がございまして、

営業キャッシュフローは通常の営業を行っているときに入ってくるお金のほかに営業に

係った費用なども、こちらのほうに反映されますのでその分マイナスとなって出てくるの

ですが、第３期に予定していた修繕工事が天候の悪化等で全部完了しなかったということ

で、第４期に第３期分の修繕工事の費用も出てきてしまったということで期ずれというか

時期のずれがお金のほうに生じておりまして、その分がマイナスになっております。 

ただ通常の営業に関してのキャッシュフローについては確認して問題はないと判断し

ておりますので、営業キャッシュフローはマイナスになって、最終的に現預金残高のほう

もマイナスになっておりますが、こちらのほうも特段問題はないというふうに考えており
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まして、全体をとおして見ても不審な点もございませんし、各財務分析の指標ついても懸

念される部分もないですから、第４期の財務状況としては良好と判断しております。 

  説明は以上です。 

 

【秋山委員長】 

  ありがとうございます、それでは報告事項②「平成２６年度石狩市北石狩衛生センター

運営における財務状況について」の報告をいただきましたが、只今の報告について、何か

ご質問等ございましたらお願い致します。 

 

【秋山委員長】 

  財務状況については専門用語があるので、普通に見てもなかなか理解しづらい部分もあ

りますが、評価していただいた第４期を総括されていて、総合的に見て問題ないという評

価で単年度の評価だと思います、この第４期とこれまでの３期分の評価を含めて、長期的

な流れ、これからの傾向としてどういうような最初の想定と将来的な展望をコメントいた

だけたらと思います。 

 

【石狩三友メンテナンス㈱佐藤次長】 

  経理を担当している佐藤です、いつもお世話になっております。 

  利益は毎年、三千万円確保しておりまして、その利益を内部流用して、だいぶ体力がつ

いてきた状況です。 

  今期はご承知のとおり電気料金も値上げしておりますけれども、内省的な自助努力によ

り、その経費もある程度カバーできるように推察しております。 

  今後は、大きな工事もある程度終わりましたので、健全なる経営を目指し、なおかつ人

件費等の値上がりをカバーするように経費節減を目指して、よりよき安定的な経営を目指

していきたいと思っております。 

 

【秋山委員長】 

  ありがとうございます、資料のほうに単年度評価ということで掲載していただいて、長

期的な展望としてもある程度、努力されているなかで運営されているということ評価でき

るのではないかと受け取れるのですけれども、そのあたりについて委員のみなさま、なに

かご意見ございませんか、財務状況についてはよろしいでしょうか。 

  それでは議事の２、その他ということですが、事務局から何かございますか。 

 

【伊藤課長】 

  それでは私から２点連絡がございます。 

  １点目はこの施設についてですが、平成２５年度第１回のモニタリング会議の際にご説

明しておりましたが、し尿及び合併浄化槽汚泥の処理を札幌市に委託することにつきまし

てご報告いたします。 
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  北石狩衛生センターし尿処理施設は昭和４９年１１月に完成し、昭和５０年４月より、

石狩町、当別町、新篠津村、厚田村、浜益村で構成された北石狩衛生施設組合の施設とし

て本格稼動を開始いたしました。 

  当施設は共用開始以来４０年余りを経過しており、大規模な更新等が必要な時期を迎え

ましたが、再建設費用や職員体制等を考慮した結果、石狩市が本施設をこれまでどおりの

形で運営していくことは困難であるとの判断から、し尿処理施設を廃止し、札幌市へし尿

等の事務処理を委託することにつきまして、本市がし尿等の受託をしております当別町を

含めた三者で話し合いをすすめてまいりました。 

  その結果、来年の平成２８年９月をもってし尿等の搬入を打ち切り、１０月から当別町

とともに札幌市へし尿等の処理を委託する予定としております。 

  これにつきましては、現在開会中の石狩市議会に札幌市へ委託する旨の規約の同意につ

いて提案しており、議会の同意が得られれば、平成２８年１０月以降は新たな、し尿等は

受入せず、９月までに搬入された、し尿等を８ヶ月ほどかけて処理をし、その後し尿処理

施設の清掃等、閉鎖にむけた事務をすすめていく予定としているところでございます。 

  今後、さらなる詳細が明らかになりましたら、来年の第１回のモニタリング会議で報告

してまいりたいと考えております。 

  ２点目は次回のモニタリング会議についてですが、次回のモニタリング会議は来年度６

月頃をめどに開催したいと考えております。改めて日程等を事前に調整の上、お知らせ致

しますのでどうぞ宜しくお願い致します。 

  私からは以上でございます。 

 

【秋山委員長】 

  現在の報告についてご質問等はありませんか、なければ以上になります。 

  本日は委員の皆様のご協力でスムーズに議事を進行することができました。ありがとう

ございました。 

  これをもちまして、平成２７年度第２回石狩市北石狩衛生センター運営モニタリング会

議を終了させて頂きます。ありがとうございました。 

 

【一同】 

  ありがとうございました。 

議事録を確認しました。 

平成２８年 １月１２日 

石狩市北石狩衛生センター運営モニタリング会議 

 

委員長   秋 山 雅 行 


