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（様式第２号） 

平成２８年度第３回芦屋市指定管理者選定・評価委員会 

（芦屋市立あしや温泉） 会議要旨
日 時 平成２８年１０月２１日（金）午前９時３０分～正午 

場 所 芦屋市役所東館３階大会議室２ 

出 席 者 委 員 長 豊田 孝二 

副委員長 金井 文宏 

委  員 小市 裕之 

委  員 髙原 利栄子 

委  員 深尾 秀和 

市出席者 稗田企画部長 

     鳥越政策推進課主幹（総合政策担当課長） 

     吉泉政策推進課主査 

     岡本政策推進課課員 

     西村政策推進課課員 

事 務 局 北川市民生活部長 

長岡環境課長 

     阿南環境課管理係長 

事 務 局 市民生活部環境課 

会議の公開  ■ 非公開    □ 一部公開 

会議の冒頭に諮り，出席者５人中５人の賛成多数により決定した。 
〔芦屋市情報公開条例第19条の規定により非公開・一部公開は出席者の３分の２以上の

賛成が必要〕 

＜非公開・一部公開とした場合の理由＞ 

 面接審査及び法人情報が含まれるため 

第１ 会議次第 

１ 開会 

２ 会議運営に関する確認等 

 ３ 議題 

(1) 面接審査について（確認） 

(2) 面接審査 

(3) 採点及び候補者の決定 

 ４ 閉会 

第２ 提出資料（資料１～２は事前配布） 

   資料１ 次第 

   資料２ 選定基準 

資料３ あしや温泉指定管理者採点表 

第３ 審議経過 

１ 開会 

（事務局・長岡）ただ今より第３回芦屋市指定管理者選定・評価委員会（芦屋市立あしや

温泉）を開始いたします。 

（豊田委員長） お手元のレジュメに沿って会議を進めたいと思います。まず資料の確認

を事務局の方からお願いします。 

（事務局・長岡）資料確認 
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２ 会議運営に関する確認等 

 （豊田委員長） それではレジュメの２「会議運営等に関する確認等」について事務局よ

り説明をお願いします。 

 （事務局・長岡）まず，本委員会の成立状況についてでございますが，委員定数５名中５

名のご出席で，過半数のご出席がございますので，会議は成立している

ことをご報告いたします。 

 （豊田委員長） 次に本委員会の公開・非公開についてお諮りいたします。事務局から説

明をお願いします。 

 （事務局・長岡）芦屋市情報公開条例で附属機関の行う会議は原則公開と定めております。

ただし，第１９条により，公開することにより会議の構成又は円滑な運

営に著しい支障が生ずると認められる場合につきましては，出席者の３

分の２以上の賛成があれば公開しないことができることとなっておりま

す。本日は，採点方法等の詳細に係る審議及び固有の法人情報が含まれ

るため，非公開とすることにしたいと思います。 

 （豊田委員長） 事務局から説明がありましたが，ご異議はございませんか。 

ーーーーー異議なしーーーーー 

 （豊田委員長） それでは，会議を非公開とすることに決定いたします。 

         次に議事録の取扱いについて，事務局から説明をお願いします。 

 （事務局・長岡）議事録の公開につきましては，発言者名を含め，非公開の趣旨を損なわ

ない範囲で公表させていただきたいと思います。 

 （豊田委員長） 事務局から説明がありましたが，ご異議はございますか。 

ーーーーー異議なしーーーーー 

 （豊田委員長） 議事録については，非公開の趣旨を損なわない範囲で公表いたします。 

 ３ 議題 

(1) 面接審査について（確認） 

（豊田委員長） 次にレジュメ３議題の（１）面接審査について事務局から説明をお願い

します。 

（事務局・長岡）まず（１）の面接審査について確認をさせていただきます。面接審査は，

提案説明が１５分間と質疑応答時間が１５分間の合計３０分間で事務局

が整理をします。開始と同時に計測を始め，残り１分の時に合図の鈴を

１回鳴らし，終了時に２回鳴らして終了とします。提案説明後に引き続

き質疑応答に移りますが，進行は委員長の方でお願いしたいと思います。 

        採点方法は，合格点の目安を７点とし，１点から１０点までの１点刻み
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でお願いします。候補者選定の要件としては，選定基準の「１管理運営

に当たっての基本方針，２管理体制，３維持管理，４有料施設の管理運

営，５自主事業，６管理運営費」の審査項目ごとに１００分の５０以上

かつ「採点合計が総配点の１００分の７０以上を満たすことを条件とし

ます。その結果，最高得点を取った法人を指定管理者候補とし，２番目

の法人を次点候補者とします。 

（豊田委員長） 事務局の提案通りでよろしいでしょうか。 

ーーーーー異議なしーーーーー 

 （豊田委員長） 次に（２）面接審査及び（３）採点及び候補者の決定について事務局か

ら説明をお願いします。 

 （事務局・長岡）本日の面接審査は３社でございます。記載の通りのタイムスケジュール

で実施させていただき，その際，事前配布しております採点表にご記載

をお願いいたします。すべての面接審査が終了した後，本日配布しまし

た採点表に転記いただき，事務局へご提出いただきます。その後，集計

を行い，最終的なご確認をいただきたいと思います。すべてが確定した

最後にご署名をいただきたいと存じます。 

 （豊田委員長） ただいまの説明に対し，ご質問等ございませんか。 

ーーーーー質問等なしーーーーー 

(2) 面接審査 

 （豊田委員長） それでは面接審査に入ります。まず㈱オーエンスからお願いします。 

ーーーーー㈱オーエンス入室ーーーーー 

 （豊田委員長） それでは，提案説明をお願いします。 

 （㈱オーエンス）【自己紹介】それでは芦屋市立あしや温泉指定管理者㈱オーエンスの事業

計画についてご説明いたします。まず当社について簡単にご説明いたし

ます。当社は運営と維持管理を一体的に遂行できる総合サービス企業で

す。創業以来５７期にわたる黒字決算のもと，法令順守体制を確立し，

安定した経営を展開しております。その特徴を生かし，あしや温泉をは

じめとする温浴施設や健康増進施設，体育施設等全国６５件１６５施設

の実績を指定管理者としての柔軟性のある施設運営や地産地消型経営の

展開等地域に根差した運営を行っております。当社は幅広い事業フィー

ルドから得たコンテンツを駆使して地域のニーズに柔軟に対応する企業

です。これらを踏まえ，当社は平成２６年４月よりあしや温泉の指定管

理者として業務を行っております。これまで事業実施として健康増進事

業の実施や月替わり湯の提供，震災復興記念パネル展を開催してきた他，

サービス強化としてスタンプカードの導入や市民ランナー向けの掲示物

の作成をはじめとする利便性向上策の展開，清掃インスペクションを通
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じた清潔な施設の提供に努めてまいりました。また，地域連携として芦

屋保健福祉フェアのイベント協力や障害者就業生活支援センター就労訓

練の受け入れ等にも取り組んでまいりました。おかげ様で運営２年目の

平成２７年度は年間利用者数が１０万人を超えることができました。２

期目も引き続き地域の一員として市民の健康とコミュニティづくりに貢

献してまいります。これらを踏まえ，当社はあしや温泉の管理運営のコ

ンセプトとして笑顔がきらめく憩いの場づくりを掲げました。これまで

の実績や地域との関係をベースに管理運営をより一層ブラッシュアップ

していくことを目的に３つの基本方針を掲げ，温泉を核とした地域の結

節点となるよう５年間の業務を誠実に履行し，利用者数を増加させてま

いります。３つの基本方針につきましては，１つ目，市民と地域をつな

ぐイベントの実施として地域のイベント協力をはじめ，季節感あふれる

事業や健康増進に関する事業を行っていきます。２つ目，安全・安心・

快適な憩いの場づくりとして徹底した安全管理体制のもとユニバーサル

サービスの提供や入念な清掃の実施等，気持ちよく施設を利用できる環

境を提供していきます。３つ目，施設や地域に関する情報の受発信とし

てホームページ等を通じた情報発信と利用促進を図るだけでなく，市民

の健康づくりに貢献するための印刷物の発行や，施設のにぎわいを創出

するイベントの開催も行っていきます。当社では，施設の魅力と利用者

の満足度を高めながら地域に根付いた運営を行ってまいります。続きま

して，管理体制についてご説明いたします。運営と維持管理を一体的に

遂行する一社責任体制のもと，迅速かつ確実な業務をお約束いたします。

現在，本施設に勤務している従業員が引き続き業務にあたり，これまで

培ってきた利用者との関係や地域との連携をはじめ，管理運営の充実を

図っていきます。女性用浴室や更衣室，女性利用者の傷病等に備え，営

業時間中は女性従業員を常時配置するとともに，駐車場の警備体制を維

持することのできる勤務ローテーションを組みます。管理運営の業務支

援はこれまでと同様，神戸支店を中心に大阪支店及び本社がアドバイス

や研修を実施いたします。当社では，経験豊富な従業員により引き続き

業務を遂行し，サービスの向上に努めてまいります。危機管理及び緊急

時の対応についてご説明します。事前の準備としてリスクを洗い出し，

緊急時の連絡連携体制を構築します。特に大規模災害の発生を踏まえ，

従業員の招集ルールを策定します。防犯対策及び安全対策については，

準備，点検，教育，実施の４つの視点に立った防犯対策を通じ，人的な

施設環境のチェックを行います。避難誘導のための事前準備の徹底や初

期消火訓練，救命講習の実施等万が一の事態にも落ち着いて行動できる

ようにします。緊急地震速報器など機器も活用しながら安全管理に取り

組みます。緊急時の対応については機器トラブル，火災，傷病に応じた

適切な初動対応を行うとともに，フローに基づいた災害対応など，従業

員が情報を共有しながら的確に行動をとります。当社では日頃からの準

備を整えて的確に行動していきます。続きまして，温泉施設ならではの

維持管理についてご説明いたします。浴室及び脱衣所の管理としまして，

開館前後の清掃を実施して快適な利用環境を提供するとともに，遺失物

や不審物の有無についても確認します。浴室では日常清掃に加えて定期

的に消毒作業を実施します。なお，清掃業務の品質管理としまして建築

物清掃管理評価資格者による品質評価を実施し，継続的な品質向上を図
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ります。水質管理につきましては，厚生労働省の「公衆浴場における衛

生等管理要領等について」を実施します。高齢者による利用が多い実情

を踏まえ，ヒートショックを防止するための温度管理や掲示物による啓

発を行います。源泉の管理は本施設管理の重要事項です。源泉ポンプ付

近には関係者以外が立ち入らないよう施錠し，異物混入を防止します。

また，可燃性天然ガスに関し，ガスセパレーターの日常点検や従業員に

対する保安教育研修を実施するとともに，保安マニュアルを作成し管理

を行います。当社では，安全で快適な入浴環境を確保して利用者の満足

度を向上させていきます。利用促進の取組としまして，当社では継続利

用の促進と情報発信を基軸とした広報ＰＲ活動についてご説明します。

継続利用の促進策では，研修を通じた従業員の接遇マナー・知識の向上，

自主事業・広報物による運動週間の啓発活動，入浴用品の販売等を通じ

て身近な施設運営を展開します。情報発信の提案では，紙媒体とＷｅｂ

を組み合わせ，情報格差に配慮しながら広報ＰＲ活動を展開して，施設

の周知と事業の告知・報告を行っていきます。当社では，多面的な取組

で幅広い年齢層の市民に継続利用を訴求してまいります。自主事業とい

たしまして，利用者サービスの向上と市民の健康・地域コミュニティづ

くりを目的に，子供向け，地域世代間交流，健康増進，季節のお風呂の

４つのテーマで地域住民をはじめとした幅広い世代が楽しめるイベント

を提案しました。好評いただいておりますイベントを継続するとともに，

新たに昔遊び体験，ノルディックウォーキング教室，健康体操，アロエ

湯のイベントをスタートさせ，世代を超えた交流や気軽に行うことがで

きる健康づくりを市民に提案いたします。施設利便性の向上としてアメ

ニティグッズやタオル，飲料の販売を行う他，好評のマッサージ機の設

置，スタンプカードのサービスを継続します。また，運動後の休憩の場

として利用いただけるよう，市民ランナー応援ロッカーを設置します。

当社では，いつでも誰にでも開かれた施設として地域住民の健康増進と

社会福祉の向上に自主事業の面からも貢献してまいります。５年間の収

支計画につきましては，提案している内容を反映しつつ，これまでの実

績に基づき，円滑な管理運営に必要な経費を計上しております。また，

安定したサービスを提供していくために，自主事業に依存しない収支計

画としました。５年間合計の指定管理料は１億７,７６１万円でご提案し

ております。最後となりますが，本施設は地域の皆さんが年間を通じて

集い，思い思いの時間を過ごすことで心豊かな暮らしを送るための施設

です。市民と地域をつなぐイベントを実施し，安全・安心・快適な憩い

の場を提供して施設や地域に関する情報の受発信を行いながら，地域に

根付いた運営で笑顔がきらめく憩いの場を創出し，市民の健康と地域コ

ミュニティづくりに貢献してまいります。どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

（豊田委員長） それでは，質疑応答とさせていただきたいと思います。委員の皆さん，

ご質問お願いします。 

（小市委員）  ご説明ありがとうございました。当事業を引き受けられるにあたっての，

リスクについて，この施設に関してと貴社にとって，それぞれ最大と考

えられるものをお聞かせいただけますか。 
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（㈱オーエンス）利用者の方来ていただきまして，やはり危険防止ということで，お風呂

に入られまして，先ほどもありましたけれどもヒートショック，そうい

うふうな体に関わることに関して衛生面も含めまして，特に重視してや

らせていただきたいと思っております。 

（小市委員）  その施設に関してということでしょうか。貴社にとってのリスクと認識

されているもので最大のものはありますか。 

 （㈱オーエンス）会社の事業運営の面で申し上げますと，やはり大きな地震があったとい

うところで，手前共も全国各地で事業をやっておりますので，その中で

お預かりしている施設が災害で止まってしまうというところが一番こち

らとしても気にしているところです。仙台とか新潟とかそういうところ

でも手前共も被害を受けて，そこで一定期間事業ができないというよう

なことが実例としてございましたので，比較的長期わたってという休館

は無かったんですけれども，１，２ヶ月仕事が止まるというところで，

当社でも資金を回しながら事業をしておりますので，資金の部分という

ところでは大きなリスクと考えておりますので防災，迅速な復旧の体制

というところは全社挙げての課題として取り組んでいきます。 

 （小市委員）  ありがとうございます。 

 （豊田委員長） 過去３年間１期目施設の管理をされていると思うんですが，その中で改

善点というか，利用者から言われた中でこういう改善をしましたという

ものがあれば主なもので結構ですので教えてください。 

 （㈱オーエンス）利用者の方からですけれども，日々アンケートをとらさせていただきま

して，その中でみなさんのお風呂という部分でのご指摘をいろいろとお

受けしまして，その部分の改善は特にさせていただいております。あと，

接客に関してですけれども，以前は接客マナーに関するお話がありまし

たので，その部分は毎月必ず研修をさせていただきましてスタッフの改

善もさせていただいております。あと備品関係なんですけども，故障し

た際に以前はなかなか修理であったり，替えであったりが改善されない

というふうなお声を聞いておりましたので，そういうふうなお声が出る

前に早め早めに対応させていただいております。 

 （豊田委員長） あと，あしや温泉は駐車場のスペースが限られておりますけれども，有

効に活用するとか，何か利用した人に適切にアプローチできるようなこ

とは，どういったことをされていますか。 

 （㈱オーエンス）駐車場が非常に狭いということで，利用者の方からは言われるんですけ

れども，現段階ではスタッフを駐車場入り口に特に繁忙時間に配置させ

ていただきまして，基本的には誘導ができるような形で行っております。 

 （豊田委員長） 利用できずにお帰りになる方もそれなりにいらっしゃるんですか。その

あたりわからないですか。 
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 （㈱オーエンス）今現状でもお待ちになれない方はそのまま帰ってしまうという傾向があ

ります。もしくは利用時間で比較的利用者が少ない時間等ご説明させて

いただきまして，よろしければその時間帯でというようなお声かけもさ

せていただいております。 

 （深尾委員）  いろいろ経営されておりますけど，特にあしや温泉が市立ということで

何か気をつけている点はありますか。 

 （㈱オーエンス）やはりどの施設もなんですけども，今回温浴施設ということで，ご高齢

者の方が特に多いという施設なので，湯あたりの方が多いので，そのあ

たりの対応をしっかりとさせていただくために，日々の教育等をさせて

いただいております。全国６５件指定管理者をさせていただいておりま

すけれども，当社一貫しての考えとしては公共施設ということなので公

平平等ということで特定の方に偏らないサービスの提供をしようじゃな

いかというところで，自主事業においても温浴施設であろうが体育施設

であろうが会員制のような一定の方だけにサービスをというようなこと

ではなくて，気軽に１回からでも参加していただけるようなイベントだ

とか，そういうことを中心に事業提案をさせていただいております。ま

た，そういうサービスをしますとやはり自主事業とイベントとかで収支

がものによっては赤字になったりしますので，当社では年間計画で最終

的に収支がプラスになればという考え方でやっておりますので，もうか

るものだけに注力をして事業をするであったりとか，限られた世代だけ

をターゲットにした事業だけを展開するというような企画は行っており

ません。ですので，指定管理料の方も他の会社さんから高く思えるかも

しれませんけれども，それに関しては自主事業でかせいで指定管理料を

下げてというような考え方ではないということをご説明させていただき

ます。 

 （深尾委員）  ちょっとこれに関連するんですけど，この３年間を通じて課題とか，逆

に芦屋市さんに要望とかありますか。 

 （㈱オーエンス）要望等に関しては特にはございません。ただ利用者の方が備品関係のこ

とでアンケート等に書いていただきまして，すぐに利用できないと指摘

を受ける部分が非常に多いので，そのあたりを特に気を付けて行ってい

かなければならないと考えております。あと，利用がしやすいようにと

いう形で，私共の方もできるだけ一人一人の方にコミュニケーションが

とれるようにスタッフの方も指導をさせていただいております。 

 （豊田委員長） 去年の中間評価なんですが，今回の施設が温泉ですので，成分によって

ポンプだとか配管の劣化が激しいと思うんですけども，それについての

取組とあと場合によっては芦屋市さんとの協議とか要望，何かそういっ

たものがあれば教えてください。 

 （㈱オーエンス）ポンプについては新しく修理をしていただきまして，日々の点検を最低

でも１日に３回ということでスタッフの方に徹底させておりまして，そ
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れでチェックをさせていただいている状況です。ポンプの今後という話

に関しましては，もう既に芦屋市さんとお話しさせていただいておりま

すので，特には問題ないと思います。 

 （金井副委員長）自主事業の提案なんですけれども，コンセプトが市民と地域を結びつけ

るということで温泉だけに限らず，例えば芦屋の歴史とか文化のことも

季節感と合わせて芦屋の地域を愛してもらえるような取組もしてほしい

なと思います。それから，地域世代間交流で昔遊び体験というのはこれ

は，年配の方が子供に教えるということでユニークな交流だと思うんで

すけど，やってくれる年配の方はどうやって募集するんですか。 

 （㈱オーエンス）現在のスタッフの中にそういうふうなことができる方がいますので，そ

れと他の都市の各現場スタッフもやっておりますので，そのあたりでご

協力いただきまして実行していきたいと考えております。 

 （金井副委員長）職員がやられるのももちろん良いんですけれども，できれば地域の方に

やってもらう方が意味があるのかなと思います。 

 （㈱オーエンス）追加になりますが，スタッフの方が長年来ていただいております利用者

の方にも実はお声かけをさせていただいております。 

 （金井副委員長）あと保健福祉との連携ということですが，逆に保健福祉の方でもこんな

イベントがあるとか健康診断があるとかというニュースもそちらで発信

した方がいいと思います。おたくの方だけが協力するのではなく，こっ

ちでも宣伝するとか，そういうふうにした方が芦屋市としても一体感が

出てくるかなと思います。 

 （㈱オーエンス）現段階で全てではないんですけども，福祉センターの方から案内等があ

りました場合は，担当者の方がいろいろと持ってきていただきまして，

逆にあしや温泉でも自主事業も含めまして，そちらのあたりの掲示等の

お声がけもできるところまではさせていただいております。 

 （金井副委員長）できれば地域の掲示版というか，町内会等の掲示も載せてあげるといい

のかなと思います。 

 （髙原委員）  利用促進に関して，近隣の高齢者の方であったり，リピーターの方が多

いということですが，例えば新規の利用者促進に関して，あるいは夏場

の温泉利用に関しまして何か具体的な施策は考えておられますか。 

 （㈱オーエンス）現段階も行わせていただいているんですけれども，そのような広告チラ

シを作成させていただきまして，時期に応じた内容を掲載させていただ

いて配布させていただいております。あと新規の利用者を増やすという

ことで新たにもう一度チラシ作成を今行っておりまして，それを新聞折

り込みチラシもしくはポスティングという形で芦屋市内に配布する予定

で進めております。 
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 （豊田委員長） では時間になりましたので，質疑応答を終了いたします。ありがとうご

ざいました。 

ーーーーー㈱オーエンス退室ーーーーー 

 （豊田委員長） 次にＡ社をお願いします。 

ーーーーーＡ社入室ーーーーー 

 （豊田委員長） それでは，提案説明をお願いします。 

 （Ａ社）   【自己紹介】芦屋市立あしや温泉事業計画書ということなんですけど，タ

イトルに「地域の皆さまに愛される芦屋市のミニミニ温泉リゾートへ」

としているんですけども，その背景はもともと提案させていただいた事

業計画におきましてはこの言葉はございませんでした。企画書提出後，

このプレゼンの資料提出までの間にいろいろ考えさせていただいて，一

つありましたのはやはりこちらの泉質がナトリウム塩化物炭酸水素塩泉

ということで，後程紹介いたします私が運営を受けております温泉の施

設と全く同じでございまして，非常に良い泉質というのがわかっており

ます。こういったことも含めて，温泉リゾートという名前にするには非

常にコンパクトな建物でございましたのでミニミニとつけさせていただ

きました。今回のプレゼンに置きましては，私共のことは当然皆さまご

存じないかと思いますので，私共の会社紹介ということに力点を置いて

この１５分間をいただきたいと思います。私の場合，温泉コンサルタン

トという肩書もございまして，全国多数の温泉施設のコンサルティング

をしておりまして，温泉業界とずっと付き合ってきたわけなんですけど，

どうしてもあしや温泉というのはスーパー銭湯の類でもございません

が，地域密着型の温泉なんですけど，やはり温泉業界の中のあしや温泉

という視点で，温泉業界の流れというのも整理する必要があるなという

ことで，そういったところを触れさせていただきます。昔は家にお風呂

がなかったので銭湯が大ブームで，ところが家のお風呂が充実してきて

いわゆる銭湯が衰退していったと。それに替わってくるものとして，い

ろんなスーパー銭湯ができていったと。そして，現在においては非常に

多種多様な浴槽であるとか岩盤浴，そしてリラクゼーション，マッサー

ジであるとかいろいろなものが付け加わって差別化競争が始まっている

というところでございます。今後はこれらを支えるノウハウや人材とい

った面が非常に重要な時代になってくると考えられます。そして非常に

廃業と事業再生の案件が増えてまいりました。といいますのも，温泉施

設一度作ってしまうとですね，なかなか他に転用できないということが

ありまして，いわゆる温浴事業をスタートしましたら，事業としての寿

命が尽きるまで温浴施設として継続する以外は選択肢はほとんどない

と。いわゆる維持継続というのが非常に大きな課題になってきていると

いうことでございます。そして求められる事業再生維持能力，あしや温

泉の場合はいわゆる困窮して閉鎖を考えているというレベルの施設では

ないんですけど，今後５年，１０年と続けていく中にはやはり，発展，

維持管理というところが非常に重要になってくると考えております。私
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は温泉事業の再生事業を受けることが多いので，まあ再生という表現を

使っておりますけど，こちらにある要素というのが今からきっちりおさ

えていく必要があるなと。そして非常に温浴施設という特殊性の高いビ

ジネスを十分に理解して正しい運営計画を作って，それを実行できると

いう能力を持ったところが運営しないとこれからの温泉施設の維持管理

は困難になってくるというふうに考えております。そこで，弊社の登場

となるわけなんですけど，弊社の大義といたしましては，温浴日本再生

ということをテーマにあげております。全国の公共型温浴施設を高齢者

の生きがいづくりと健康づくり並びに地域コミュニティ形成の場として

意識して活用することにより，あくまで営業を継続させることにこだわ

り続けて，そして地域と共に歩み，地域社会を活性化することを大義と

して営業しております。弊社の強みといたしましては，今までの流れの

中で温浴事業にこだわり続け，特に行政の温浴施設を全て存続させてき

た実績がございます。そして，温泉管理におきまして，安全かつ衛生的

に維持管理するための必要な経験・知識・ノウハウを持っております。

そして特に業務改善は日々のルーティンワークであるということを運営

信条として改善できることは即実行するという企業カルチャーがござい

ます。これも後程エビデンスございます。温浴施設・集客施設等連携で

きるネットワーク力を有しております。この強みをあしや温泉さんで活

かしていきたいと。そして，弊社の紹介の中で特筆するのは，数々の行

政の温泉施設等関わらせていただいておりまして，現在も契約を結び，

運営継続中でございまして，他の案件に関しましてもいわゆる開業当初

そして事業再生等についても果たしております。その他にもスーパー銭

湯の類というのは経営コンサルトということで多く関わらせていただい

ております。先ほど申しましたように，運営については非常に高い知識

と経験，そういったスキルが必要と申しましたけど，完璧な運営という

のは私もまだ実現できてないと思っております。従いまして，日々業務

改善をしていくというのを弊社の信条としておりますので，これはいわ

ゆる事業改善・運営改善をした一例を掲載させていただいているんです

けど，１５分という限られた時間ですので，中身については後程ご覧い

ただければと思います。簡単に運営改善できる面は即実行すると，ご覧

になったら，なんだこういうことぐらい簡単じゃないかということもご

ざいます。ただ，簡単なことを即改善するということが大事だと思って

います。そういう中で，私共最終的には運営はマンパワーだと思ってい

ます。また，地域の方を雇用して地域の方と共に運営を進めていくこと

になるんですけど，私共には７人のスペシャリスト，まあそれぞれの専

門家がおります。横の者は，運営管理に20年以上携わってきている人間

なんですけど，いわゆるオールマイティなんですけど，現場管理の鬼軍

曹という名前で統括的に管理する立場でおります。我々の基本スタンス

はくどいようなんですけど，温浴日本再生をテーマに地域活性化と寝た

きり老人の少ない元気で生き生きしたまちづくりを達成テーマとしてお

ります。これは全行政の温泉施設で実践しております。そして運営方針，

これはほとんどあしや温泉さんの運営方針とほぼ合致するんですけど，

愛される施設づくり，多世代間の交流，地域住民の健康づくり，コンプ

ライアンス，環境への配慮，こういったところを運営方針としてまいり

ます。それでは，具体的にあしや温泉の事業計画ということなんですけ
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ど，当初の企画書には記載しておりませんでしたが，私はあくまでこれ

は運営イメージとしてなんですけど，弊社の総力を結集して，ご年配か

らお子様まで誰もが気軽に楽しみながらリフレッシュ，健康づくりがで

きる，芦屋市のミニミニ温泉リゾート，これはあくまでイメージでござ

いますので，こういったところを常に頭に持って，愛される施設づくり

を行ってまいりたいと思っております。そして事業計画は，詳細はいわ

ゆる事業計画書にあるんですけど，まあエッセンスだけピックアップさ

せていただきます。専門の指導員による指導教育というところにおきま

しては，先ほど７人のスペシャリストの中にも出ておりましたが，元宝

塚の女優がパフォーマンス教育を行います。まあ通常のいわゆる教育研

修は座学でございまして，２，３時間やったりするんですけど，やはり

記憶に残ってない，ひどい人になったら授業中に寝ていると，まあそう

いう接客研修では意味がないということで，徹底したパフォーマンス教

育によって明るい接客ができるように指導しております。また，利用者

側の視点に立脚したサービス接客にこだわってまいります。また，多様

な自主事業プログラムも提供いたします。これも自主事業のところで詳

しく事業計画で掲載しております。また，高齢者・障がい者の利用促進，

これあくまで行政の施設であくまで平等にという原則がございますの

で，これは逆手をとって逆にどんどん利用促進を図っていきたいと。ま

た，あくまで収益性重視というよりも利用者の利便性向上を目的とした

ドリンク，小物類の簡易販売をしていきたいと思っています。意外と盲

点なのが，お風呂に来られる方は結構下着も変えたいという方がいらっ

しゃいまして，そういった方のために下着販売も考えております。続き

まして，安全対策の向上ということなんですけど，これが弊社の特に生

命線となっております。いかにミニミニ温泉リゾート，いい温泉に改革

したところでですね，死亡事故が起こったら，もう元も子もございませ

ん。こういったところを徹底的に我々は追究して安全管理を，精度を上

げてまいります。そのエビデンスといたしまして，レサシアンを常設し

て，職員は訓練を日課としていただきます。ＡＥＤの設置，救急要員の

常備というのは当たり前の話なんですけど，私共もう一つのこだわりは，

水質管理の徹底ということで，塩化ナトリウム炭酸水素塩泉は管理はそ

んなに重曹泉とかに比べると難しくはないんですけど，それでも油断し

ているとまあスケールが溜まったりいろんな問題が出てきます。まあそ

ういったところ我々経験がございますので，それを適切に処理させてい

ただきます。また，コンパクトな施設ですけど，油断せずに巡回管理を

徹底してまいりたいと思います。周辺で足湯もございますし，いろんな

方が来られますので，気を付けていきたいと思います。また，ミニミニ

温泉リゾートということで自主事業を中心にアミューズメント性を向上

してまいりたいと思います。特に我々お茶には強いネットワークがござ

いますので，お茶風呂のイベントであるとか，またポイントカード，こ

れも我々のやり方がございますので，こういったところも実施してまい

ります。先ほど申しました利便性の向上におきましては，いわゆる物販

ですね，あくまで利用者の方に便利と思っていただける物をやっていき

ます。そして最後に，弊社の投資により全館省エネを図るということな

んですけど，まだ調べておりませんけど，場合によっては照明を全館Ｌ

ＥＤに，弊社の投資でやることも視野に入れております。まあ今後運営
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の質を更にオーエンスさんの後を受けて向上させてまいりたいと思いま

すので，どうか真剣にやりますのでよろしくお願いいたします。 

 （豊田委員長） ご説明ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思いま

すので，委員の方は簡潔に質問をお願いします。 

 （豊田委員長） 自主事業をいくつか挙げておられるんですけども，これは主に他の施設

でされている実例であしや温泉に使えるものを挙げているんですかね。 

 （Ａ社）    そうです。 

 （豊田委員長） あしや温泉独自の自主事業と考えるものとかは何かありますでしょうか。 

 （Ａ社）    あしや温泉独自ということはございません。全て実績のあるものでござ

います。 

 （豊田委員長） 他の事例で実績のあるもので使えそうなものを挙げているということで

すか。 

 （Ａ社）    そうです。あとは場所とかスペースが確保できるかという問題はありま

すけど。 

 （小市委員）  テンポの良いプレゼンありがとうございました。当事業におけるリスク

として，当施設とそれから御社における点に分けて，最大のリスクにつ

いてご説明いただけますか。 

 （Ａ社）    当温泉のリスクというのはやはり震災だと思います。震災によっていわ

ゆる水脈が変わると温泉が枯渇する可能性があります。それが施設にと

っての最大のリスクだと思っています。あともう一つ，弊社にとっての

リスクというのは例えば原発が今後も全く稼働しなくなると電気代の値

上げがちょっと心配であります。電気代の値上げ並びに燃料系全て上が

ります。そこらへんが経営を圧迫するということが非常にリスクだとい

うふうに思っております。 

 （小市委員）  わかりました。ありがとうございます。 

 （金井副委員長）業務改善を日々取り組んでいるということのやり方とか事例について，

どういうふうに業務改善されているのか具体的な事例等教えてもらえま

すか。 

 （Ａ社）    はい。業務改善は大枠で挙げると２つあると思います。一つは人的な部

分，接客サービス業になりますので，そういった部分でどのようにお客

様に対して対応していくかという心構えをどう変えていくか。みんなが

みんなで同じ思いを持ってまず施設を愛する。そしてそこに来ていただ

くお客様を愛するということをみんなでやっていくことがまず必要にな

ってくる，そのもとにいわゆる業務改善を図っていく，それはいわゆる
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運営方法についても今あることが全て正しいとかいうことではなくて，

新しい発見があればそれをどうしていったらいいか，あとはやはりまず

はやっていくと。どうしても人間っていうのは物事を変えるっていうこ

とをどちらかというと拒否してしまうところがありますから，それは一

緒にやっていく中で変わっていってやってみましょうと。やることによ

ってお客様の反応を見て，もしかしたらそれが違うならまた変えていけ

ばいいと。やらないでいてるというのが一つの大きな問題かなというふ

うに思っております。あと施設内に関しましては，これは本当に入り込

まないと難しいですね。やっぱり機械を見ていかないと。２，３ヶ月見

て本当にその機械がもつのか，極端に言えば。そういったものを耳・肌

で感じながら変えていくというのが，ある施設でやったことなんですけ

ども，たまたまその施設の場合は泊まり込みというのを１週間ぐらいや

りまして，夜中の１２時ぐらい営業が終わってから風呂入ったんですね，

そのときに水がなぜかしらその時間に給水されているというのを発見し

まして，まあいわゆる全自動運転をすることによって経費がかさんでる

なということを発見できましたので，そこから逆に手動に替えれるとこ

ろは手動に替えていったりとか，そういうことの中で経費の削減を図っ

ていったという実績があります。 

 （金井副委員長）わかりました。 

 （深尾委員）  今のところで関連するんですけど，マンパワーということで，結構いろ

んなところでされてるんですけど，正社員の方が少ないような気がする

んですけども，その辺どういう体制なのか具体的に補足していただけま

すか。 

 （Ａ社）    高齢者雇用を中心にしております。平均年齢が６５歳なんで，そういっ

たところが社員が少ない理由でございます。 

 （豊田委員長） 非常に細かいことなんですが，人件費で５年間同じ金額で算定されてて，

今ここに出されているアルバイトの方の単価が８２０円で計算されてい

るんですけども，今兵庫県の最低賃金が８１９円で，まあ年々上がって

いくので８２０円で今後も算定はちょっと前提としてちょっとしんどい

んかなと思ったんですが，その辺りはどうお考えなんですか。 

 （Ａ社）    年々賃金経費は普通に運営していると向上していくんですけど，業務効

率を図る中で，人件費を抑制してまいりたいと思っております。 

 （豊田委員長） 私がお聞きしたかったのは，単価そのものが上がる可能性が極めて高い

ので，算定の前提がちょっと狂ってくるのかなと思って確認はしてるん

ですけど，そこはもう効率化で総額は変えないという前提で考えるとい

うことですか。 

 （Ａ社）    そうです。単価が上がったところで計算してみても，それは十分効率化

でまかなえます。 
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 （豊田委員長） わかりました。 

         あと，今回のあしや温泉のテーマということで，ご年配の方からお子様

まで楽しめる温泉，具体的に高齢者の方は結構使うんでしょうけど，お

子様とか若い方に使っていただけるような工夫，どういったことを考え

ているのかお聞かせください。 

 （Ａ社）    はい。やはりまずはおじいちゃんにお孫さん連れてきていただくという

のが一つだと思います。 

 （髙原委員）  細かいことですが，当然運営職員，常勤に女性の配置を考えていらっし

ゃるということですよね。 

 （Ａ社）    そうですね。女性が全てかもわからないですね。 

 （豊田委員長） 水質管理の徹底を結構具体的にいろいろ書かれているんですけども，こ

れもやはり他の施設でも同じような形で水質管理をされてて，こちらの

あしや温泉で使おうとそういった形でお考えなんでしょうか。 

 （Ａ社）    はい。基本は同じです。各施設でやっている水質管理の考え方をこちら

に導入するということが主です。あしや温泉さんの場合，指定管理なん

でいわゆるそういったところの記録とかそういった実際やったかという

ところの報告がございますので，これはいわゆるオーバースペックぐら

いの水質管理をやっていく予定でございます。 

 （髙原委員）  水質管理でポンプといった設備関係も専門知識をお持ちの方が当然いら

っしゃいますよね。 

 （Ａ社）    そうですね。ポンプ関係に関しては，弊社の社員ではないんですけども，

弊社と契約しているところが飛んできてくれます。そして，本来ならポ

ンプ自体を交換しないといけない部分をですね，ここはモーターだけ変

えたらまだいけるというふうなワザを使っております。 

 （豊田委員長） 他にご質問等ございませんでしょうか。 

         それじゃあ質疑応答が終わりましたので，ご説明ありがとうございまし

た。退出いただいて結構です。 

ーーーーーＡ社退室ーーーーー 

 （豊田委員長） 次に㈱ウエルネスサプライからお願いします。 

ーーーーー㈱ウエルネスサプライ入室ーーーーー 

 （豊田委員長） それでは説明の方お願いします。 

（㈱ウエルネスサプライ） 

【自己紹介】まず最初に，団体の概要についてご説明いたします。弊社は
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所在地が大阪府大阪市西区にございます。設立が１９９３年６月，社員

数は社員１５０名，アルバイト５００名の体制でございます。事業内容

としましては，温浴施設及び健康増進施設の管理運営，プール・スポー

ツ施設の管理運営，アミューズメント施設の管理運営，指導教育各種ス

クールの運営管理，人材育成に関する研修，施設開発のコンサルティン

グ，このようなことを行っている会社でございます。創業当時は大阪市

のレジャープール，パラディッソプールズ，神戸市にありましたＡＯＩ

Ａ運営会社として設立しております。プールズは当時の屋内型プールと

しては日本最大級の規模を誇っておりました。ＡＯＩＡは流水プール８

００メートル，ウォータースライダー５０本のレジャープールで，スラ

イダー５０本というのは今でもおそらく世界最大級ということで誇っ

ております。創業間もなく阪神大震災が発生いたしまして，残念ながら

ＡＯＩＡは閉鎖になったのですが，震災後倒産の危機もございました

が，兵庫県の企業様から解体やがれきの運搬のお仕事をさせていただ

き，復旧とともに弊社も成長させていただいた企業でございます。創業

から２３年たちまして，施設の管理運営の専門会社としまして，現在は

プール，スポーツ，温浴，遊園地，宿泊，飲食，公園，保育といった幅

広い運営をさせていただいておりまして，グループ企業を含めますと，

現在４９施設の運営を行わせていただいております。次に指定管理者と

しての類似施設をご紹介させていただきます。神戸市にありますしあわ

せの村温泉健康センターの運営を行っております。温浴施設，プール，

トレーニング施設がございまして，健康プログラムや障がい者を対象と

した健康指導を行っております。また，食育を通じた健康増進をテーマ

としました直売所やグループ企業によりましてレストランの運営を行

っております。続きまして，もう１施設ご紹介させていただきます。兵

庫県丹波市薬草薬樹公園内にあります，丹波の湯を運営しております。

公園内で栽培しております薬草を使ったお風呂，このようなものも提供

しております。加工場も併設しておりまして，丹波の黒豆を使った商品

の製造でありますとか，このようなものを地域のイベントや大阪・兵庫

県の百貨店でも販売をさせていただいているという状況です。今回のあ

しや温泉におきましても，こういった丹波の商品の販売も同じように計

画として考えております。もう１つご紹介させていただきます。福岡県

筑後市にあります川の駅船小屋恋ぼたる，こちらの運営も行っておりま

す。筑後七国の１つ，恋の国筑後市にありまして県立公園内の温浴施

設・物販施設を運営しております。有馬温泉に近い美人の湯の泉質とし

て多くの方に親しまれている温泉でして，有明海の鮮魚を使ったレスト

ランや八女茶なども人気のある施設でございます。弊社の実績をご説明

させていただきましたが，これより事業計画書に基づいて説明をさせて

いただきます。今回管理運営の基本方針としまして，あしや温泉の管理

施設の基本方針である，あしや温泉は市民が身近に利用することができ

る源泉かけ流し温泉として，常に温浴施設の利用者へのサービス向上に

努め，さらに利用者の健康増進や地域のコミュニティの場としての機能

を十分に発揮させることができる管理運営を行うこと，こちらをしっか

りと念頭に置きまして，我々としては心と体を健康にする交流拠点を目

指します。実際に方針としましては，３つ掲げておりまして，まず１つ

目，心と体の両方が健康になる施設づくりを行います。そして２つ目，
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人が集い，つながる施設づくりを行います。そして３つ目，安心安全で

地域に愛される施設づくりを行います。このような形で３つの方針を掲

げさせていただいておりまして，それに基づいて計画を行わせていただ

きます。次に，管理体制についてご説明いたします。温泉施設やスポー

ツ施設等の管理運営の経験を有したものの人員配置を計画しておりま

す。そしてさらに本部の管理部門によるサポート，安全管理室でありま

すとか，衛生管理室による徹底，管理本部サポートによる金銭管理の徹

底を図っていきます。また，健康イベントや販促活動は近隣にあります

兵庫県立総合体育館ですとか，文化体育館ですとか，神戸市立しあわせ

の村といった弊社の運営をしている近隣の施設と連携を図りながら効

率の良い運営を行ってまいります。次に，利用者のサービス向上につい

てご説明させていただきます。１つ目ですが，お風呂の健康ということ

で，当帰湯というのを考えております。これは通年ではございませんが，

スポット的に考えておるものです。先ほど紹介しました弊社の丹波の湯

においては，公園内でつくった薬草をお風呂に入れて多くの方に親しん

でいただいているということで，あしや温泉においても，この薬草を使

ったお風呂，薬草湯であるとか，当帰の湯であるとか，こういったもの

ともう１つは源泉かけ流しのお風呂といった形で２つの質の高いお風

呂を提供していきたいと思っております。２つ目ですが，温泉施設に合

った運動ということで，健康に尽くしていきたいと考えております。ま

ずは健康の意識を高めていただくということで，今現状もちろん体重計

はございますが，新たなものを導入して体重を量るというようなきっか

けづくり，意識づくりに努める，又は血管年齢ですとか，体組成計，姿

勢測定といった，こういった測定を行いまして，健康への気づきにつな

げていただく，また，測定結果を基に健康のアドバイスを行わせていた

だいて，自宅でもできるストレッチであるとかそういった方法をお伝え

する。運動イベント，ウォーキングイベントを実施することで，実際に

健康への取組を行っていただける環境をつくるということを努めてま

いります。そして３つ目ですが，食による健康を提供してまいります。

物販コーナーを充実させまして，受付の部分に健康茶ですとか，サプリ

メントとかこういった販売を考えております。それとは別にスポット的

に味覚フェアですとか，あとは新鮮な野菜とか丹波の栗，枝豆などの旬

の食材を販売する機会を設けたいというふうに考えております。また，

弊社では阪神大震災後兵庫県の企業の皆さまに非常に助けられた実績

がございますので，阪神大震災を風化させないために，おじいちゃん・

おばあちゃんからお子さんであるとか，孫へ伝えていけるような機会，

こういったイベントというのも取り入れていきたいというふうに考え

ております。利用者サービスとしまして，実際に弊社が視察させていた

だいたときであるとか，募集の説明会の時に何点か気になる点がござい

ましたので，今回の提案に際しまして，修繕とか部分的な交換というの

を費用に見込んでおります。またこのようなことというのは，早い段階

で対応を行い，お客様の安心安全清潔な運営に努めていきたいと思って

おります。また，地域コミュニティの場として，多くの皆さまが訪れて

もらえるように，ロビーの機能を充実させていきたいと考えておりま

す。四季折々や季節感の要素を盛り込みまして，展示ですとか，装飾と

か，そういったものを取り入れることで新たな発見，新たな魅力を感じ
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ていただけるような施設づくりを行ってまいります。次に，安全管理に

ついてご説明いたします。安全管理については，予防保全の考え方のも

と，致命的な施設の破損防止や，利用者に害の及ばないよう適切に管理

をしていきます。実際には，物の準備，人の準備，方法の準備という形

で非常時を考慮した管理と，運営管理基準の設定を行います。また，万

が一緊急事態が発生した場合には，運営体制フローに基づきまして，責

任者の指示のもと，明確な指示連携で対応いたします。再発防止に向け

ては，原因の確認や検証をしっかりと行いまして，再発防止の改善策を

ご提案し，各種マニュアルやオペレーションに反映させ，再発防止に努

めてまいります。指導育成や研修について，管理運営に関わる基礎知識

はもちろん，職務や役割に応じた専門知識が習得できるようきめ細やか

な研修体制を整え，従業員自らが積極的に学べる環境を整えてまいりま

す。特に温浴施設では，のぼせとか高齢者が多くみられますので転倒等

がよく発生します。事故やけがの犠牲を重視してＣＰＲ，ＡＥＤ等の実

際に沿った訓練というのは常に行っていきたいと考えております。最後

に，収支についてご説明いたします。指定管理料については，消費税は

８％から１０％に引き上げて計上しておりますが，その中でも指定管理

料はほぼ現状通りのままで収入を上げる方法を工夫して経費を削減し

ていきたいとこういうような考えでございます。収入の増大につきまし

ては，健康等をテーマにした利用促進策というのを行っておりますの

で，それに沿ったイベントであるとか，新鮮野菜や健康食品等の販売物

販の充実，健康に関する意識の向上，それに伴う（ベルが鳴る） 

 （豊田委員長） 時間になりました。ご説明ありがとうございました。委員の皆さん，質

問がありましたら簡潔にお願いします。 

 （髙原委員）  特に施設の維持管理の点につきまして，水質管理等のご説明をいただい

たと思うんですが，源泉ポンプや，配管といった設備関係，技術的な部

分を担当される方がいらっしゃるのか，その場合どのような体制をとら

れているのかということと，ポンプの故障で昨年度休業が２週間あった

というようなことがございましたので，そういったポンプに関するメン

テナンスやモニタリングをどのように考えていらっしゃるかということ

をお伺いしてもよろしいでしょうか。 

 （㈱ウエルネスサプライ） 

         はい。基本的に弊社こういう類似施設につきましては弊社従業員の施設

管理の経験者を配置させていただいて，先ほど説明にもあった予防保全

の考え方でチェック，点検等随時行っていくというのと，あと近隣の協

力企業さん，今回維持管理についてはそちらのご協力をいただくという

ことで，緊急時の対応も含めて応援いただくというような体制を計画し

ております。 

 （豊田委員長） 今回もし仮に選定されたときに，包括責任者と副責任者は社員で，と書

かれているんですけども，先ほどの話だと経験者を配置するということ

であれば，よその施設の経験者を移すという形か，それとも新規で雇う

のか，どういうお考えなんでしょうか。 
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（㈱ウエルネスサプライ） 

        基本的には，おっしゃっていただいた通り，類似施設の経験者を配置す

る予定で計画しております。ただ現状既に働いておられる方もいらっし

ゃいますので，その辺は継続して働くことを希望される方につきまして

は，弊社の考えをご説明させていただいて，ご理解いただける方には引

き続きお願いさせていただきたいなというふうに思っています。ただ，

当初は弊社が今在籍しております従業員で管理を進めさせていただい

て，弊社の考え方をしっかりと現従業員さんにお伝えさせていただくと

いう形を考えております。 

 （深尾委員）  確認なんですけど，専門的な関連会社にお願いするというような形で，

本部の方は直接にはそういう専門家はいらっしゃらないということです

ね。 

 （㈱ウエルネスサプライ） 

         日常の運転管理の点については，既に経験している者を配置します。そ

れ以上に専門的な知識が必要なものにつきましては近隣の協力会社が２

０分ぐらいで駆けつけていただく形にしておりますので，大丈夫かと思

います。 

 （深尾委員）  通常の水質管理の，例えばレジオネラ菌とかそういった関係については

そういう専門家いらっしゃるんですか。 

 （㈱ウエルネスサプライ） 

         通常の管理については水質検査も含めて，従業員で対応しますが，採取

した水質については専門企業さんに分析等も含めてお願いする予定にな

っております。 

 （深尾委員）  それで特に今までこういうことがあって改善したとかいうような事例あ

りますか。 

 （㈱ウエルネスサプライ） 

         レジオネラ菌につきましては，実際に発生した場所というのはあります。

ただ，１回目の測定で対応させていただいて，２回目水質検査をしたと

きは発生しなかったという部分がありますので，大きな問題は発生して

おりません。 

 （深尾委員）  それから最後なんですけど，収入としての経費の削減で，具体的にもう

ちょっと考えられることはありますか。 

 （㈱ウエルネスサプライ） 

         先ほどおっしゃっていただいたように，弊社物産館を伴う施設を非常に

多く運営させていただいてます。神戸のしあわせの村とかもですね，し

あわせ祭りっていうことで地元の食材を中心とした販売をさせていただ

いておりまして，そこで培ったノウハウをここに注入させていただいて，
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まあ新鮮なものをどんどん提供させていただいて，地元の方が健康意識

をしっかりとあげていただく，でプラス健康になっていただくための測

定とか運動ですね，自宅でできるような形の取組をしっかりとやってい

きたいなというので売り上げをあげる形になっております。維持管理に

つきましては，募集要項等に記載させていただいている資料ですね，参

考にさせていただいて先ほどご説明した協力企業とも相談させていただ

いた中で，若干費用がお高いんではないかなというところも感じられま

して，そこのところを工夫しながら効率良い維持管理をやっていくとい

うことで計画させていただいております。その結果，指定管理料が消費

税増額に伴って上がるのではなく，現状維持をキープできるような形の

計画は立てられたということになります。 

 （深尾委員）  物販については，サプライさんが業者を決めてて，入れてなんぼか売り

上げに応じてというやり方にしてるんですね。 

 （㈱ウエルネスサプライ） 

         はい。基本的にそういう部分も多いんですが，弊社の丹波の方では，加

工場を設けております。 

 （深尾委員）  直で持ってるんですか。 

 （㈱ウエルネスサプライ） 

         はい。そこで，パンとかレトルト商品とかシカ肉を使ったカレーとかで

すね，そういうものを作って販売させていただいております。 

 （深尾委員）  直であるんですか。ウェルネスさん。 

 （㈱ウエルネスサプライ） 

         全てではありません。弊社が加工しているものについては，こちらで合

うものについては販売させていただきたいなと思ってます。ただ，パン

とかその辺につきましては，賞味期限等もありますので，イベントとか

そういったもので販売させていただきたいなと思っております。 

 （金井副委員長）私，ＡＯＩＡとか親しみあるんですけども，広域な観光施設は物販との

複合ですごく良いんですけど，今回地域コミュニティ密着型なんですね，

御社の今回の基本理念の中にも，地域コミュニティの場としての機能を

十分に発揮と書かれてあり，３つの方針の中でも地域のコミュニケーシ

ョン力向上と書かれてあるんですけども，実際にあんまりコミュニティ

との関係であるとか，この芦屋ですね，とかいうところがちょっと弱い，

他は完璧に近いんですけどね，そこらについては芦屋のコミュニティ的

なところとのつながりとか，もし何かあれば。 

 （㈱ウエルネスサプライ） 

         はい。施設の取組の中に測定会とか書かせていただいているんですけど，

そういったものをですね，施設内だけではなく，近隣の施設，隣の施設

も含めてなんですけど，いろいろなところにご希望があれば行って測定
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会を開くとかそういうところをまずスタートさせていただきたいなと，

その中でいろいろな近隣の方のご要望とかそういうものも聴ける機会が

どんどん出てくると思いますので，先ほどご説明させていただいた兵庫

県の総合体育館とか，しあわせの村，長田の文化体育館とか，弊社が実

際に運営させていただいていますので，そういったところの企業の施設

のサポートをしながら，連帯となって管理をさせていただきたいなとい

うふうに思っております。 

 （金井副委員長）例えばここにある地域の町会とか，あるいは福祉団体とか，地域密着型

のところは何かありますか。 

 （㈱ウエルネスサプライ） 

         われわれ観光施設をやっているわけなんですけども，全てその地域の施

設でありまして，観光施設の特徴としては，土日は市外のお客様，平日

は全て地元のお客様というような構図になっておりまして，地元のお客

様に関しては今委員がおっしゃられましたように，本当に地域コミュニ

ティをきちんとしていかないと絶対に来ていただけないというような経

験を持っておりまして，そこでいろんな苦労を積み上げてきまして，今

各地でいろいろ関係性がうまく醸成されて，うまく進んでるわけなんで

すけど，例えばこちらのお風呂でありましたら，小さな施設なんですけ

ど，そこのロビーでの情報提供であったり，毎日来るお客様との顔なじ

みもできてくるわけで，そこで必要なニーズであったり，あるいはこち

らからの声かけとか，ボードにいろんな情報を出すとか，いうところか

ら自治会だったり，地域のいろんな委員の方と交流を持ちまして，また

いろんなタイアップをしてやっていくというのは，割と得意分野のこと

でありまして，今回目に見える形でお出ししておりませんけど，われわ

れとしてはそれは当然のところという認識は持っておる次第でございま

す。 

 （金井副委員長）芦屋らしさをどんどん追求していただければと。 

 （㈱ウエルネスサプライ） 

         はい。それが一番こういう施設のおもしろみっていうんですか，やりが

いのあるところだというのは，各地の事業を通じて感じさせていただい

ておりますので，はい。以上でございます。 

 （豊田委員長） 今の地域コミュニティの一環の中で，世代交流というか，おじいちゃん

おばあちゃんと子どもと孫，そういう交流もいると思うんですけれども，

具体的に他の事例とかで高齢者以外の若い方とかを引き入れた実例とい

うか，具体策って何かお話しできるものってありますか。 

 （㈱ウエルネスサプライ） 

         例えば１つの例なんですけど，温浴施設におきまして，お背中流し隊と

いうサービスがありまして，昔そういうお背中を流す，江戸時代とか古

い時代はあったようなんですけども，一般のお客様に弊社のスタッフが

背中を流す日を決めてサービスをするんですが，時々子どもさんにね，
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お背中流し隊を募集するんですよ。そしたら地域の子供たちが喜んで来

まして，自分のおじいちゃんおばあちゃんも含めてよその方のお背中を

流したりするところがあったりですね，あるいはいろんな子供の日であ

ったり，そういうところでいろんなイベントをしながら多世代交流って

いうのは図っていってます。ただまあ今回われわれとしたら規模の小さ

な施設ですので，そのコンパクトなところでどういうふうな形で，まあ

スペースの都合もあるので，それに応じた形でやっていきたいなという

ふうに考えています。ただそういうことすることによって，一般のお客

様がですね，狭いところで邪魔になるよといったことは気をつけないと

いけないし，それを最大配慮しながら，一般利用者の方を含めて満足い

ただけることを少しずつ積み上げて，まあ１年目はそのステップの１段

目なんで２年目３年目に向けていろんな経験を積んだ中で進化させてい

きたいなというふうには考えております。以上です。 

 （髙原委員）  本施設の駐車場のスペースも限られたもので，という現状があるのです

が，もちろん違法駐車等への対応も管理体制の中で考えていらっしゃる

ということでしょうか。 

 （㈱ウエルネスサプライ） 

         説明会でですね，駐車場とか道路に並ばれる車が異常に多いということ

でご説明受けてますので，弊社の考え的に繁忙期ですね，いわゆるお客

さんが利用が多いであろうというところにつきましては，そういう体制

も考えて人員体制つくらせていただいております。 

 （小市委員）  落ち着いたプレゼンテーションありがとうございました。リスクについ

てお伺いしたいんですけども，この事業をお引き受けなられたときに，

当施設に関するっていうのと，それから御社にとってのリスクに分けて

それぞれ最大のものを教えてもらえますでしょうか。 

 （㈱ウエルネスサプライ） 

         はい。当然いただいた情報の中で収支計画等立てさせていただいていま

す。まあご覧いただいたら分かるように，そんな大きな利益は現状の中

では見込めてないんですが，いろいろな取組の中でしっかりと利益確保

してプレゼンテーションの最後のところで発表する予定だったんです

が，利益を施設に還元させていただこうと，地元に還元させていただく

っていう計画も発表の中に入ってました。ただ，リスクっていうよりも

弊社，プレゼンの中でご説明させていただいた通り，兵庫県の皆さまに

非常にお世話になって会社が今まで続いたっていうのがあります。弊社

の代表も西宮に住んでおりまして，実際に被災しているメンバーで，今

東北とか熊本とか災害が起こってるんですけど，そこまで弊社のスタッ

フもボランティアとか行かしていただいてるっていうところがあります

ので，当然民間企業なんで収支が狂うのは痛手なんですけど，まあ恩返

しの意味でこちらの施設をやらせていただくっていうのが最大の目的と

考えておりますので，実際少ない収支計画の中で本来なら選択肢になら

ないかもしれないんですけど，そういう考えのもとで今回参加させてい

ただいたのが一番のメインです。ですから大きなリスクは考えておりま
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せん。 

 （豊田委員長） 追加で質問ございませんでしょうか。それでは質疑応答終わりましたの

で長時間ありがとうございました。 

ーーーーー㈱ウエルネスサプライ退室ーーーーー 

(3) 採点及び候補者の決定 

 （豊田委員長） それでは，全ての面接が終わりましたので，採点に入ります。お手元の

採点表にご記載いただき，事務局へご提出ください。 

ーーーーー事務局回収・集計作業ーーーーー 

 （事務局・長岡）事務局の方から資料のご説明をさせていただきます。ただいまお配りし

ましたのが，選定要領によりますところのまず１点目，各審査項目ごと

に１００分の５０以上あるかどうかの確認でございます。その点につき

ましては，今回全ての法人クリアしているということでございます。次

に２点目の確認事項，点数一覧をご覧ください。こちらにつきましては，

合計といたしまして１００分の７０以上が必要要件でございますが，２

番のＡ社は１０００点満点中６８４点でございますので，候補者として

の要件を満たしておりません。まず候補者といたしましては，㈱オーエ

ンスと㈱ウエルネスサプライ，この２社ということでございます。最後

に，委員の方全ての一覧をつけておりまして，総合計点数をご覧くださ

い。㈱オーエンスにつきましては，１０００点満点中８０４点，Ａ社に

つきましては，７００点を満たしておらず，６８４点，㈱ウエルネスサ

プライにつきましては，７７８点でございます。事務局からは以上でご

ざいます。委員の皆様で最終的なご協議をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 （豊田委員長） 事務局から説明有りましたようにＡ社については基準点を満たしません

ので失格とさせていただきたいと思います。後は，最高得点者が株式会

社オーエンスで８０４点，次点ですけども，㈱ウエルネスサプライの７

７８点で進めたいと思います。本委員会としては，指定管理候補者に㈱

オーエンス，次点候補者として㈱ウエルネスサプライを選定したいと思

います。以上でよろしいでしょうか。 

ーーーーー全員了承ーーーーー 

 （豊田委員長） それでは終了します。 

 （事務局・長岡）ありがとうございました。最後に，ご署名をいただきます。 

ーーーーー委員ご署名ーーーーー 

 ４ 閉会 

 （豊田委員長） 以上をもちまして，芦屋市指定管理者選定・評価委員会を閉会したいと
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思います。皆さんお疲れ様でした。 


