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第 10 回明石市行政評価委員会 議事録 

１．日 時 平成 19 年 10 月 16 日（火） 午後２時 30分～午後５時 40分 

２．場 所 議会棟第３委員会室 

３．出 席 者 委 員 赤木 紘（市民） 

古賀 智敏（神戸大学大学院教授） 

坂本 文正（弁護士） 

田中 郁生（公認会計士・税理士） 

増田 幸美（市民） 

所管課（文化芸術部文化施設課） 

田村参事兼課長、西海副主幹、坂本係長 

（保険・健康部健康推進課） 

藤川課長、吉澤副主幹兼予防係長、藤原主事 

金月総合福祉センター担当課長兼総合福祉センター所長、和歌主 

査 

（産業振興部商工労政課） 

正木次長兼課長、加藤商工係長 

指定管理者（市民会館・中崎公会堂・市民ホール・西部市民会館） 

岸上市民会館長、瀬島副館長 

（夜間休日急病センター） 

㈳明石市医師会：羽田野夜間休日急病センター事務長、羽根田書 

記 

（休日歯科急病センター兼障害者等歯科診療所） 

㈳明石市歯科医師会：佐藤特命担当センター室長 

（産業交流センター・勤労福祉会館・中高年齢労働者福祉セン 

ター） 

㈶明石市産業振興財団：石原参事兼事務局長兼事業係長、岸管理 

係長 

事務局 中西行政改革室長、梅木行政改革室課長、荒川行政改革室係長、 

石川行政改革室主事 

傍 聴 者 ２名 

４．議 事 １ 事前打合せ 

２ 指定管理業務評価の所管課ヒアリング 

３ 意見交換・全体協議 

４ その他 

５. 配布資料 
(1) 指定管理業務評価シート〔資料１〕 
(2) 指定管理業務評価の判定シート〔資料２〕
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６．議事の内容 

１ 事前打合せ 

○古賀委員長 

前回に引き続いて所管課・指定管理者とのヒアリングを進め、指定管理業務評価を実施し 

ていくので、前回と同様に円滑なヒアリングの実施にご協力をお願いしたい。 

２ 指定管理業務評価の所管課ヒアリング 

⑴ 市民会館・中崎公会堂・市民ホール・西部市民会館 

○文化施設課 

－資料１「指定管理業務評価シート」により業務の説明－ 

○坂本副委員長 

指定管理者事業報告書の収支状況において、支出合計の実績額が当初の収支計画と較べて 

約 1,000 万円の減額となっているが、偶然少なくなったのか、あるいは何らかの努力をした 

のか。 

○指定管理者 

施設の委託業務の種類がかなり多かったため、スケールメリットを生かすべく、業務を整 

理・統合した上で能力のある業者から合い見積もりを取り、一括発注したことや必要のない 

備品は購入しないという方針を徹底するなど、経費節減に取り組んだ結果である。その他に、 

大ホールの修繕に伴う施設の稼動減により、光熱水費が減少したことも一因である。 

○坂本副委員長 

指定管理者がたてた当初の収支計画は直営時のものをある程度を反映したものであると考 

えるが、指定管理者の経費節減努力によりその収支計画における 1,000 万円を減らすことが 

できたということは、直営時に無駄があったともいえるのか。 

○指定管理者 

民間企業が外部へ業務を委託する場合、委託料の大きな値引きを得るため、スケールメ 

リットを考慮し、実際の運営において安全面で問題がなければ、業務を一括して能力がある 

業者に委ねるなど発注にあたっての制約が少ないことがあると思われる。 

○増田委員 

明石第九演奏会で大きな赤字を出し、また、フライブルグ市立フィルハーモニー管弦楽団 

の公演には本腰をいれて取り組んだものの、事業収支ではうまくいかなかったようだ。特に 

第九演奏会は、明石では伝統的なイベントであり、かつ、事業収支も考えなければならない 

ため、そのバランスが難しい。今後の自主事業に対する取り組みはどうか。また、西部市民 

会館の運営状況を教えてほしい。 

○指定管理者 

第九演奏会の実施は指定管理者公募時の必須事業となっている。結果として支出額は見込 

みより 50 万円程度多かった。また、フライブルグ市立フィルハーモニー管弦楽団の公演に 

ついては、公募する際に明石市では自主事業の中でこれまで海外招聘公演の実施がないとい 

うことがあったため、提案させていただいた。事業収支は赤字であったが、実施にあたって
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は、神戸新聞グループのネットワークを使い、かなり安く仕入れをすることができたので、 

赤字はこの程度で済んでいる。なお、地元学生との交流が図られたことなど金銭面だけでは 

捉えられない面での貢献ができたと考えている。 

自主事業の今後の取り組みでは、平成 19 年度においては、前年度に実施したアンケート 

調査結果やお客様との接点の中で、多様なニーズがあると判断したため、前年度より多い 

33 事業 70 ステージを予定している。 

西部市民会館については、住宅地を後背地に抱えているといった地理的要因が大きいため、 

予想した以上に企業や学校からのニーズが少なかった。また、施設自体の認知度も低いと考 

えている。そして、市の他の施設と比較しても使用料が高いといったことがいえるが、これ 

に対しては、昨年 12 月から利用料金制の利点を生かし、使用日１ヶ月を切り 10 日前までの 

利用に限り、基本使用料を半額にする割引制度を実施することにより、できるだけ利用しや 

すくし、公演等以外での練習需要を見込みながら、利用者を増やしていきたいと考えている。 

○田中委員 

事業達成度の評価をするうえで、事業計画に定める水準を満たしているかどうか、あるい 

は、上回っているかどうかを判断しなければならないので、指定管理者が行った事業や業務 

などにおいて、そういった観点からの分析結果を教えてほしい。 

○文化施設課 

当初の事業計画で定められた事項を履行している以上に、自主事業の公演数を増やしてい 

ることや利用者の要望に応じて、休館日の開館や時間外開館に努めたこと、基本使用料を 

50％にする割引制度を設けたこと、大型の自主事業で「就学前幼児の一時保育」を実施した 

こと、西部市民会館では地元幼稚園児の作品を展示することにより、地域に溶け込む取り組 

みをしたこと、利用者アンケートで要望の高かった中崎公会堂のトイレ改修などの取り組み 

をしたこと、これらは当初の事業計画では定められておらず、水準を上回っていると評価で 

きると考えられる。 

○坂本副委員長 

事業計画に定められた以外の事業、業務やサービスについては、指定管理者と所管課のど 

ちらの主導で実施したのか。計画外のことを実施したとしても、指定管理者のメリットとい 

うものはあまり無いと思うが。 

○文化施設課 

サービスの向上などに関しては、指定管理者の主導によるものであるが、所管課も指定管 

理者に対し示唆などはしている。 

○指定管理者 

指定管理者としては、計画外のことを実施することにより費用が新たに発生することはデ 

メリットとなるが、利用者ニーズに応えることは管理者として最低限の条件であると認識し 

ている。また、所管課から指示などがあっても、合理的な内容でないものはお断りしている。 

○赤木委員 

緊急時等への対応状況として、各館で消防訓練を実施していることが見て取れるが、市民 

ホールに関する記載がない。同ホールでは消防訓練を実施していないのか。 

○指定管理者 

市民ホールは、「らぽす」の５階に入居しているので、 「らぽす」全体で行われる消防訓練 

に参加をしている。 

○赤木委員 

指定管理者事業報告書 46 ページの「平成 18 年度自主事業実施結果表」で、負担金を支出
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している自主事業がある。この負担金の内容は何か。 

○指定管理者 

自主事業における負担金の内容は、チェルノブイリ救援のための売上金を全額義援金とす 

るものや市民参加型ミュージカルにおける参加者への賞金である。 

○赤木委員 

広報あかしへの掲載について、指定管理者の記事は掲載無料となるのか。それは他の指定 

管理者制度導入施設についても同様なのか。 

○文化施設課 

直営時と同様の取り扱いとし、無料となっている。また、他施設についても同様である。 

○古賀委員長 

指定管理者事業報告書も内容が充実しており、これも事業がきちんと実施されていること 

に対する裏付けともいえる。施設における市民サービスについて、今後もその質を高めてい 

かれるよう期待している。 

⑵ 夜間休日急病センター 

○健康推進課 

－資料１「指定管理業務評価シート」により業務の説明－ 

○赤木委員 

夜間休日急病センターの施設は、厚生労働省が定めている「救急医療対策事業実施要綱」 

に基づくものと考えてよいか。また、同要綱の基準として明示されている診療時間と当施設 

の診療時間との間に少し差が生じているが、これは各施設にある程度の裁量が許されている 

と考えて良いのか。 

○健康推進課 

当センターは、救急医療対策事業実施要綱に規定された休日夜間急患センターに該当する 

初期救急医療施設である。診療時間については、勤務体制の関係もあり、ある程度各医療施 

設に委ねられていると考えている。なお、近隣都市でも同様の運用をしている。 

○赤木委員 

同センターで行っている内科・小児科の診療は、在宅当番医制から移行したものであるの 

か。他の眼科等はまだ在宅当番医制で対応している。 

○健康推進課 

同センターが開設される以前においては、在宅当番医制が取られており、市から各医療機 

関に対して補助を行っていた。 

○赤木委員 

同センターの運営に関して、同要綱では補助金の交付対象と規定されているが、実際に国、 

県からの補助金は交付されているのか。交付されている場合、市又は医療機関のどちらに補 

助金が入ることとなるのか。 

○健康推進課 

同センターの診療業務など運営に関して、国などからの補助金交付はない。なお、在宅当 

番医制に関しては、地方交付税の交付対象となっている。 

○赤木委員 

休日夜間における同様の診療について、例えば神戸市ではどのような状況なのか。 

○健康推進課
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神戸市では、神戸市医師会が神戸市医師会急病診療所を運営しており、神戸市が補助をし 

ている。 

○古賀委員長 

利用者アンケート調査が実施されていない中で、要望や苦情などへの対応状況から消極的 

に顧客満足度を評価せざるを得ない。こういった特性をもつ施設でのアンケート調査の実施 

が適切かどうかといった問題もあるが、やはり救急医療施設でのアンケート調査は馴染まな 

いか。 

○健康推進課 

アンケート調査等により利用者の声を把握し、施設の運営に活かしていきたいという気持 

ちはあるが、急病患者である利用者やその家族などに対してアンケートを実施することが適 

切かどうかは難しい問題である。そういったこともあり「ご意見箱」を設けて、現実的に実 

施可能な方法で利用者の声をできるだけ把握するように努めている。 

○古賀委員長 

救急医療施設を他の貸館施設と同様に評価することは難しく、医療施設では診療業務をき 

ちんと実施していること自体が一つの成果と考えられる。こういった特性を有する施設の評 

価方法を確立することが今後の検討課題である。 

○増田委員 

事業報告書の中で経営指標として患者当たりコストの記載があるが、一般の医療施設のコ 

ストと較べてどの程度なのか。 

また、夜間休日急病センターでは、「急病患者以外でも診察してくれる」という利用者の 

声も聞こえてきており、逆に本来の急病患者に迷惑をかけているのではないかという心配が 

ある。急病以外の受診を控えてほしいといった周知をしているのか。 

○指定管理者 

患者当たりコストの比較については、今、手元に一般の医療施設に係るデータがないので 

分からない。 

また、急病患者以外でも受診可能との声があるといったご指摘に関して、同センターの設 

置目的は急病でお困りの方をタイムリーに診察することにあるので、 「体の調子がおかし 

い」と感じられたら早めにかかりつけの医院などを受診されること、また、同センターでの 

応急処置後、かかりつけ医院などで治療や検査を受けることなどを呼びかけている。 

○坂本副委員長 

明石市の人口が約 30 万人で、この施設の年間利用者が約２万人という状況は、他都市と 

の比較ではどうなのか。また、夜間休日急病センターを含め在宅当番医制のメリット、デメ 

リットを教えて欲しい。 

○健康推進課 

類似の施設が加古川市などにあるが、人口比からすると利用者数に大差はない状況である。 

在宅当番医制は年間スケジュールを組みやすいというメリットがある。デメリットとして、 

当番となっている医療機関が急遽診察できないという事態が年間に数件程度生じることがあ 

り、新聞による広報内容と食い違いが生じ、トラブルの原因となる。また、明石市域が東西 

に長いといった地理的な問題もあり、全市域から利用しやすい位置の医療機関の確保が困難 

である。 

やはり夜間休日急病センターのように救急医療施設の核があると、市民への周知も徹底し 

やすいということがあり、また、二次救急医療機関や消防署との連携も取りやすくなると 

いったメリットがある。
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○坂本副委員長 

同センターを運営する経費と在宅当番医制時の費用負担を較べるとどうか。 

○健康推進課 

在宅当番医制の当時、医療機関への委託料は約 5,000 万円であったが、在宅当番医に急病 

患者が集中したり、診療時間が限られていたりしていた。充実した夜間・休日の診療時間や 

スタッフ数といった経費以外でのメリットが同センターにはある。 

○田中委員 

事業達成度の評価をするうえで、事業計画に定める水準を満たしているかどうか、あるい 

は、上回っているかどうかを判断しなければならないので、指定管理者が行った業務などに 

おいて、そういった観点からの分析結果を教えてほしい。また、事業計画に定める水準と比 

較し、下回っている内容がもしあれば、それも教えてほしい。 

○健康推進課 

顧客満足度では、例えば利用者からあった順番待ちの苦情などに的確な対応がされている 

ことは評価している。事業達成度については、前年度との比較で見ると利用者数の減少があ 

るが、インフルエンザなど感染症の流行時期によるもので、それ以外では当初の事業計画ど 

おりの管理運営が行われている。 

⑶ 休日歯科急病センター兼障害者等歯科診療所 

○健康推進課 

－資料１「指定管理業務評価シート」により業務の説明－ 

○赤木委員 

救急医療対策事業実施要綱において休日等歯科診療所の診療時間が規定されているが、当 

市の休日歯科急病センター兼障害者等歯科診療所における診療時間と差異がある。これは先 

ほどの夜間休日急病センターと同様にある程度の柔軟性を持って対応できるものと理解して 

良いのか。なお、国や県から運営費の補助金を受けていないのか。 

○健康推進課 

経費や医療スタッフ確保の問題もあり、現行の診療時間を設定している。なお、同セン 

ターの運営費に関する補助を国等から受けていない。 

○坂本副委員長 

提出された指定管理者事業報告書において、事業計画と実績の比較検証がしやすい形式・ 

内容となっており、その点を評価している。先程、ヒアリングを実施した夜間休日急病セン 

ターにおける指定管理者事業報告書も同様の形式・内容であったが、所管課からの指導によ 

るものなのか。 

○健康推進課 

休日歯科急病センター兼障害者等歯科診療所及び夜間休日急病センターを当課で所管して 

いるため、同様の分かりやすい形式・内容となるよう指導した。 

○田中委員 

事業計画に定める水準と比較し、上回っている内容と下回っている内容があれば具体的に 

教えてほしい。 

○健康推進課 

指定管理者が積極的に施設のＰＲを実施した点については評価している。 

○坂本副委員長
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実際に施設の管理運営を担当している明石市歯科医師会からアピールしておきたい点など 

があればお聞きしたい。 

○指定管理者 

委員会へ提出した資料だけでは見えてこない内容について、説明させていただきたい。 

この施設は障害者も対象としており、利用者のうち３、４割が全身的な疾患を抱える弱者 

である。なお、60 歳以上の方の利用は３割を超えている状況である。そういったことから、 

障害者歯科診療に関して、歯科麻酔専門医、障害者歯科専門医、そして明石市歯科医師会所 

属の医師の３名体制のほか、それを補佐する歯科衛生士や看護士で診療を実施しており、経 

営指標における人件費比率が約 70％であることもやむをえないことをご理解願いたい。通 

常、静脈内鎮静法により麻酔を施す場合、歯科診療椅子１台につき４人の診療スタッフが必 

要とされるとも言われている。 

また、現在の体制のなかで、患者を受け入れる余裕が徐々になくなってきているため、将 

来的な展望として、 「こうべ市歯科センター」のような大規模型を目指すのか、または地域 

完結型の診療所とするのか、検討する必要があると思う。 

○増田委員 

診療はいつから始まったのか。 

○健康推進課 

障害者等歯科診療所については、平成 3 年から診療を開始している。なお、平成 15 年 4 

月より明石市立総合福祉センター内に休日歯科急病センターが開設された。 

○赤木委員 

夜間休日急病センターと同様に、従来の在宅輪番制度を廃止し、休日歯科急病センターに 

よる診療へ移行したということなのか。 

○健康推進課 

そのとおりである。 

○古賀委員長 

所管課からみて、施設の管理運営などの点において改善すべき問題があれば、教えてほし 

い。 

○健康推進課 

休日歯科急病センター兼障害者等歯科診療所が入居している総合福祉センターの施設その 

ものが経年劣化してきている状態であるので、公の施設の設置者である市として、施設全体 

の整備計画を検討していく必要があると考えている。なお、同診療所の管理運営業務に関し 

ては特に問題なく行われていると認識している。 

⑷ 産業交流センター・勤労福祉会館・中高年齢労働者福祉センター 

○商工労政課 

－資料１「指定管理業務評価シート」により業務の説明－ 

○赤木委員 

産業交流センターの事業報告書４ページにおける収支状況で、収入における精算返還金の 

修繕費と備品購入費の額について、支出における当初計画と実績との差額と異なっている。 

他の２施設も同様の記載である。 

○指定管理者 

修繕費と備品購入費との金額が入れ違って記載されていた。後日、訂正のうえ再提出させ
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ていただく。 

○赤木委員 

㈶明石市産業振興財団は、他に民間の仕事をしていないと聞いている。指定管理者制度導 

入の効果として、民間企業のノウハウ等の活用により、市民サービスや経費削減が図られる 

ことがあげられるが、３施設の管理運営にあたって、財団としてどのような民間のノウハウ 

を持っているのか。 

○指定管理者 

財団の設立目的として、産官学の連携の中で産業振興を図ることなどがあることから、産 

業交流事業など有効な事業展開ができるのではないかと考えている。 

○坂本副委員長 

そもそも財団の設立にあたっては公益を目的としているはずである。営利企業ではないの 

で、民間のノウハウの活用ということは起こりえないと思うが。 

○増田委員 

勤労福祉会館の自主事業の実施数が少ない。また、勤労福祉会館の中に各種団体が入居し 

ているが、使用料を徴収しているのか。 

○指定管理者 

勤労福祉会館の自主事業について、前年度と較べて新しくヨガ講座を実施した。自主事業 

数の少なさは認識しているが、今後、アンケート調査結果を分析するなど利用者が望む事業 

展開を検討していきたいと考えている。また、障害者や労働者の団体等の各種団体からの使 

用料は市の収入となっており、指定管理者の収入とはならない。 

○増田委員 

自主事業のパソコン教室については、当初の目的を果たしたものとして終了しているが、 

その理由を教えてほしい。 

○指定管理者 

パソコン教室を開催しても参加率が低く、また、企業でのパソコン普及率が高くなってい 

る背景の中、中小企業においてもパソコン研修が企業内で実施できることやパソコンのリー 

ス期間が満了したことで、新たな費用を投下してもそれに見合う参加率が見込めないことな 

ども理由としてあげられる。 

○坂本副委員長 

産業交流センターに関しては、指定管理制度導入以前から㈶明石市産業振興財団へ業務委 

託していたこともあり、指定管理者制度へ移行したものの業務委託の延長とも受け取れる。 

指定管理者選定時に公募したのか。 

○商工労政課 

産業交流センターの設置目的や財団の設立経緯・地域に根ざした事業展開などを考慮した 

うえで、同センターの指定管理者として非公募により同財団を指定したものである。なお、 

指定管理者制度に移行する際、人員を削減するなど同財団も経営努力をしている。 

○赤木委員 

平成 17 年度における従前経費から比較して平成 18 年度の指定管理料が約 4,500 万円減額 

となっているが、その主な理由は何か。また、収入はどうか。 

○指定管理者 

配置人員を 26 名体制から 22 名体制へ見直したことに伴う人件費の縮減効果が最も大きい。 

また、収入の面でも、前年度と比較して使用料収入が３施設の合計で 1,000 万円近く伸びて 

いる。
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○田中委員 

事業計画に定める水準と比較し、上回っている内容と下回っている内容があれば具体的に 

教えてほしい。 

○指定管理者 

指定管理業務を適切に行っていることはもちろんのこと、それ以外にも、産業交流の促進 

に関する事業や人材育成に関する事業などの展開を図るため、クローズアップセミナー、特 

許セミナー、夏休み親子見学会及び中国語教室セミナー等を実施した。 

○田中委員 

財団が指定管理業務以外で行っている事業を委員会として評価をしている訳ではないので、 

指定管理業務の評価とは直接関係がないと思う。 

○指定管理者 

財団が行っている事業と指定管理者として行っている業務との関係は、密接不可分な部分 

があり、そういった意味から指定管理業務の範囲内であると言えるかもしれない。 

⑶ 意見交換・全体協議 

○古賀委員長 

各委員の判定結果が集約された「指定管理業務評価の判定シート集約表」を基に、指定管 

理業務評価の協議を進める。 

⑴ 市民会館・中崎公会堂・市民ホール・西部市民会館 

○坂本副委員長 

顧客満足度については、利用者アンケート調査の回答数が多く、また、市民がどういった 

内容の公演の開催を希望しているのかといったことも把握し、利用者の満足度を高める姿勢 

は高く評価できる。よって、Ａ評価と判定した。 

事業達成度においても、この種の施設としてはおおむね良くできており、そのレベルも高 

いと認められたので、Ａ評価とした。 

収支状況に関しては、特に指摘すべき点はなかったことからＢ評価とした。以上により、 

総合評価はＡ評価となる。 

○赤木委員 

顧客満足度は、公演等ごとに利用者アンケート調査を実施しており、利用者の満足度の把 

握に努めている姿勢は高く評価できる。また、その結果もおおむね高い水準にあると認めら 

れる。よってＡ評価とした。 

事業達成度では、管理運営業務、貸館業務や自主事業など当初の計画どおり実施できてい 

るものの、指定期間の初年度ということもあり物足りなさを感じた。私の感覚では、市民 

ホールの活用が少ないのではないかと思う。全体として、Ａ評価の判定に至るまでにはもう 

少し努力が必要という観点から、Ｂ評価とした。 

収支状況については、適正に執行されていると思うが、当初の収支計画と実績との差が見 

受けられた。例えば、消耗品、光熱水費などの経費が他の経費と較べて差が大きかった。 

よってＢ評価とした。 

○田中委員 

利用者アンケート調査結果によれば全般的に利用者の満足度が高いと認められることから、
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顧客満足度をＡ評価とした。 

事業達成度では、使用料の割引制度を導入するなど利用促進に努めているとともに、利用 

者数を 3 年で 5％増加させる目標に対して、初年度で 2.8％まで達成しており、その努力は 

高く評価できると考え、Ａ評価とした。 

収支状況についても、特に問題なく適正に執行されており、加えて経営努力をしているこ 

とが認められたため、Ａ評価とした。 

○増田委員 

顧客満足度及び収支状況に関しては、田中委員と同じ考えであり、Ａ評価とした。 

ただし、事業達成度では、管理運営業務など当初の事業計画どおり実施されていると認め 

られ、また、市民会館の実績は評価できるものの、市民ホールその他施設においてはさらに 

管理運営業務の充実を図るべきであると考えられることから、Ｂ評価にとどめた。 

○古賀委員長 

顧客満足度に関しては、利用者アンケート調査結果等から高い評価ができるため、Ａ評価 

と判断した。 

事業達成度では、自主事業に関して常に見直しを行いながら取り組むとともに、使用料の 

割引制度を設けたことや休館日・時間外の開館に努めたことなど市民サービス向上に努めて 

いることは高く評価できると考え、Ａ評価とした。 

収支状況についても、適正に執行されていることに加えコスト削減に努力するなど経営努 

力をしていることが認められたことから、Ａ評価とした。なお、企業会計と官公庁会計との 

違いから、取り扱いに関して指定管理者に戸惑いが生じていると感じられた。 

○古賀委員長 

それでは委員会としての評価をまとめていきたい。 

顧客満足度については、全委員がほぼ同じ理由によりＡ評価と判定しているため、委員会 

としてもＡ評価と決定する。なお、各委員のご意見を次のように整理する。利用者アンケー 

ト調査結果によれば利用者の満足度は高く、その回答数も多い。自主事業公演ごとにアン 

ケート調査に取り組んでいることや、満足度の分析をしている点も評価できる。また、利用 

者の要望に応じ休館日における開館や開館時間の延長など柔軟な運用をしていることから、 

市民サービスの向上が図られている。よって、利用者の満足度は高いと認められる。 

事業達成度に関しては、委員の間で評価が分かれているが、事業計画に定める水準を上 

回っていると考えられるので、Ａ評価とさせていただきたい。評価理由として次のとおり整 

理する。運営業務などについて、当初の計画どおり実施されており、特に自主事業では質の 

高い芸術鑑賞の機会を提供するとともに、市民参加型ミュージカルの開催などにも意欲的に 

取り組んでおり、市民サービス向上への貢献度は高く評価できる。また、施設の利用状況に 

おいて、低調な施設があるものの、４施設の合計では前年度と比較して増加している。以上 

のことが認められる。 

収支状況に関しても、透明性が保たれ、収支の差が明確で当初の収支計画と実績との比較 

においても大きな差が見られないことから、適正に執行されていると認められる。さらに休 

館日の開館、開館時間の延長や新たな割引制度の導入による使用料収入の増及び経費節減に 

努めるなど経営努力をしていることが認められ、Ａ評価としたい。 

以上から総合評価はＡとなるが、ご異議はないか。 

○全委員 

異議なし
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⑵ 夜間休日急病センター 

○増田委員 

顧客満足度については、利用者や特に小児科の診療を受ける子供の母親の立場からすれば、 

安心感があり満足度は高いと認められ、Ａ評価とした。 

事業達成度及び収支状況に関しては、当初の計画どおり実施されており、また、適正に執 

行されていると認められる。しかし、他の施設のように患者数を増やしたり、経費を大幅に 

削減したりすれば良いといった性質の施設ではなく、評価が難しいが、この場合Ｂ評価しか 

ないと思う。 

○田中委員 

この指定管理業務に関しては、実際の利用者はもちろんのこと利用していない人もこの施 

設の存在に安心感をもち、施設そのものに意味があるといえる。そういう観点からみると今 

回の評価には馴染まないと考えられたが、顧客満足度、事業達成度及び収支状況については、 

すべてＢ評価をあてはめざるを得ない。なお、急病患者などに対するアンケートは工夫次第 

で調査は可能ではないかと思った。 

○赤木委員 

利用者アンケート調査結果がない中では、利用者の満足度はふつうとせざるを得ず、した 

がって顧客満足度をＢ評価とした。ただし、個人的には、急病の場合に頼りになる施設とし 

て顧客満足度は高いと考えている。 

事業達成度では、当初の事業計画どおりに実施できていると認められ、Ｂ評価とした。ま 

た、収支状況に関しては、敢えて指摘すべき問題点は見当たらず、適正に執行されていると 

認められ、Ｂ評価とした。 

○坂本副委員長 

施設の特殊性もあって指定管理者を非公募により指定しており、また、現実的にも指定管 

理者の候補者として医師会の他に競争相手もいないように思える。そういう状況の中では全 

ての評価項目をＢ評価しかできなかった。 

○古賀委員長 

救急医療施設といった施設の性格上、当初の事業計画に基づき確実に事業を実施していれ 

ば、Ａ評価を与えても良いのではないかとも思ったが、事業報告書など提出されたデータを 

当委員会の評価基準に照らし合わせてみると、やはりＡ評価であるとはいえないことから、 

すべての評価項目をＢ評価とした。 

○古賀委員長 

各委員のご意見を総合したい。すべての評価項目をＢ評価として決定してご異議はないか。 

その理由としては次のとおりである。顧客満足度については、利用者からの意見や要望な 

どに対して適切に対応しているものの、アンケート調査が実施されていないため、その判断 

が困難であり、満足度が高い・低いどちらともいえないが、苦情の対応状況や医療施設とし 

ての特性も踏まえ、利用者の満足度はふつうと認められる。 

事業達成度では、運営業務及び診療業務などについて特に問題とすべき点は見当たらず、 

当初の計画どおり実施されており、事業計画に定める水準を満たしていることが認められる。 

しかし、提出された資料などからは水準を上回っていることを窺えなかった。 

収支状況に関しても、特に指摘すべきところもなく、適正に執行されていると認められた。 

以上から総合評価はＢとなる。なお、この施設が急病患者のための施設であるといった理 

由から利用者アンケートが実施されていないため、当委員会で定めた評価基準を適用すると、
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顧客満足度について「利用者の満足度が高い」といった判定までには至らなかったが、この 

施設の存在が与える安心感などを考慮すれば、市民にとっての満足度は高いとも考えられる。 

○全委員 

異議なし 

⑶ 休日歯科急病センター兼障害者等歯科診療所 

○坂本副委員長 

評価については、先ほど協議した夜間休日急病センターと類似した施設でもあり、すべて 

の評価項目をＢ評価とした。 

○赤木委員 

顧客満足度については、先ほど評価した夜間休日急病センターと同じくＢ評価とした。事 

業達成度では、当初の事業計画どおりに実施できていることが認められ、Ｂ評価とした。し 

かし、施設の利用者数をどう評価すれば良いのか難しかった。収支状況に関しても、ほぼ当 

初の計画どおりに実施され、適正に執行されていると認められたため、Ｂ評価とした。 

○田中委員 

先程、評価した夜間休日急病センターと同じ理由・意見により、すべての評価項目をＢ評 

価とした。 

○増田委員 

障害者の治療を受け入れる体制が整っている施設が少ない中で、障害者等歯科診療所にお 

ける顧客満足度や事業達成度については、高い評価となると考え、Ａ評価としたが、先ほど 

評価した夜間休日急病センター同様の評価視点でいうと、評価項目のすべてはＢ評価となる。 

また、指定管理業務の評価とは別の次元のことになるが、休日歯科急病センターに関して 

は、休日に診療を行う歯科医院が増えている状況の中で、同センターの施設自体が本来必要 

かどうかを再検討することも必要であると思う。 

○古賀委員長 

指定管理者が行った各種指定管理業務について、特に問題がなかったことから、すべての 

評価項目をＢ評価とした。これは、施設の重要性を否定している訳でもなく、現実にこの施 

設が市民に役立っている現状も認められるが、当委員会において指定管理業務の評価基準を 

作った以上、これをもって評価するとやはりＢ評価とならざるを得ない。こういった特性を 

もった施設を評価する場合、評価し難い部分があったことを報告書で盛り込んでも良いので 

はないかと思う。 

○古賀委員長 

各委員のご意見の結論としては、すべての評価項目がＢ評価となる。したがって、総合評 

価もＢ評価となる。理由としては次のように整理したい。 

顧客満足度について、利用者アンケート調査が実施されていないが、急病者や障害者用の 

医療施設であるという施設の特性を踏まえ、利用者からの要望・苦情等もないことから、利 

用者の満足度はふつうと認められる。 

事業達成度では、運営業務及び診療業務などについて特に問題とすべき点は見当たらず、 

当初の計画どおり実施されており、事業計画に定める水準を満たしていることが認められる。 

しかし、水準を上回っているとまではいえない。 

収支状況に関しても、特に指摘すべきところもなく、適正に執行されていると認められる。 

○全委員
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異議なし 

⑷ 産業交流センター・勤労福祉会館・中高年齢労働者福祉センター 

○増田委員 

顧客満足度について、Ａ評価としていたが、利用者アンケート調査結果を改めて確認する 

と、勤労福祉会館と中高年齢労働者福祉センターの満足度が高いとはいえないので、全体と 

してふつうと認められる。Ｂ評価へ変更したい。 

事業達成度では、当初の計画どおり実施できているものの、特段優れた自主事業の展開な 

どが見受けられないことから、Ｂ評価とする。 

収支状況については、特に問題もなく適正に執行されていることから、Ｂ評価とした。 

○田中委員 

顧客満足度については、利用者アンケート調査結果から普通と回答した人が多いと見受け 

られたため、利用者の満足度はふつうと認められることから、Ｂ評価とした。 

事業達成度に関しては、指定管理者が指定管理業務と財団法人自らの実施事業を混同して 

説明しているように思えたが、当初の計画どおり達成されているのだろうと判断し、Ｂ評価 

とした。 

収支状況は、特に問題もなく適正に執行されていると認められ、Ｂ評価とした。 

○赤木委員 

顧客満足度は、利用者アンケート調査結果から満足度はふつうだろうと考え、Ｂ評価とし 

た。

事業達成度は、当初の計画どおりに実施されており、産業交流センターにおいては自主事 

業で頑張っているように思えたが、他の２施設は単なる貸館施設の範囲を超えていないよう 

すであった。特に、勤労福祉会館では自主事業の実施を充実させる必要があると感じた。以 

上から、Ｂ評価とした。 

収支状況に関しては、特に問題もなく適正に執行されていると認められたため、Ｂ評価と 

した。 

○坂本副委員長 

顧客満足度はＡ評価とした。利用者アンケート調査結果において、具体的な判断基準がな 

く、また、指定管理者並びに所管課は、アンケート調査の結果から高い評価を得ていると判 

断している。しかし、この評価については委員会の決定に従う。 

事業達成度及び収支状況に関しては、良い・悪いとも言い難いため、ふつうの状態である 

と考え、Ｂ評価とした。 

これまで、評価を実施してきたなかで非公募の施設が４件あったが、本施設が非公募であ 

るのは、㈶明石市産業振興財団の仕事を確保するためということも一因であるように感じた。 

指定管理者制度の趣旨の一つである「民間企業のノウハウ等の活用」といったものが見え 

てこなかったため、積極的な評価が困難であった。 

○古賀委員長 

顧客満足度は、普通であると考えＢ評価とした。 

事業達成度及び収支状況に関しては、当初の計画どおり実施されていると認められるものの、 

特に評価すべき点も見当たらなかったため、Ｂ評価とした。 

○古賀委員長 

坂本副委員長からの指摘については、指定管理者の選定が妥当であったかどうかという問
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題提起であったが、今回の指定管理業務の評価とは馴染まないと考えられる。 

それでは、委員会としての評価をまとめていきたい。各委員の評価については、顧客満足 

度、事業達成度、収支状況いずれもＢ評価に集約できることから、総合評価もＢ評価と決定 

させていただく。 

なお、評価の理由として、顧客満足度については、利用者アンケート調査結果によれば満 

足度が高い・低いどちらともいえず、また、利用者からの要望等への対応や市民サービス向 

上への取り組みについても特段優れている点は認められないことから、利用者の満足度はふ 

つうと認められ、Ｂ評価とする。 

また、事業達成度では、運営業務及び自主事業などについて特に問題とすべき点は見当た 

らず、当初の計画どおり実施されており、事業計画に定める水準を満たしていることが認め 

られるものの、水準を上回っているとまではいえないことから、Ｂ評価とする。 

収支状況に関しても、特に指摘すべきところもなく、適正に執行されていると認められる 

から、Ｂ評価とする。以上により総合評価はＢとなる。 

○全委員 

異議なし 

４ その他 

○古賀委員長 

指定管理業務に係る評価はすべて終わり、これまでの評価結果を参考資料「平成 19 年度 

指定管理業務評価結果一覧表（暫定版） 」により再確認するとともに、評価に大きなぶれが 

ないか、あるいは、相対的にみて評価のバランスがとれているかを中心に意見交換させてい 

ただきたい。 

まず、明石駅前立体駐車場、明石駅自転車駐車場、西明石駅自転車駐車場、明石海浜公園 

及び魚住北公園における収支状況の評価について、委員会ではＣ評価としていたが、その問 

題の背景には企業会計と官公庁会計との違いがあり、指定管理者の戸惑いも見受けられた。 

また、指定管理者事業報告書における様式の問題で、「その他経費」などといった項目に一 

括して計上しその内訳が不透明であって、かつ、そういった報告書を委員会へ提出すること 

が不適切であったという理由などによる判定であった。 

したがって、所管課・指定管理者から再度収支状況に関する内訳書などの資料を再提出さ 

せ、評価の見直しについて検討したいと考えている。 

できれば、再提出資料を各委員へ送付したうえで、事前に各委員の意見を事務局で集約し、 

次回委員会に提案する報告書案については、評価見直しに係る意見集約結果を反映させるこ 

ととしたい。 

○全委員 

異議なし 

○坂本副委員長 

所管課は、指定管理者から詳細な収支状況の報告を受けていたが、事業報告書の様式の問 

題もあり、委員会へは必ずしも実態を表していない形式で提出されたということが真相では 

ないだろうか。したがって、委員会が望んでいるような形式で収支状況が報告されるのであ 

れば、評価を見直すことができるはずであり、仮にそういった内容の資料が提出されればＢ 

評価へ見直しても良い。 

○田中委員
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委員会では、所管課や指定管理者が収支状況に関する説明責任を果たしていないという観 

点からの評価とし、先ほどの４施設の収支状況についてはＣ評価としていた。説明資料とし 

て、収支内訳の分かるものが提出されるのであれば、私はＢ評価へ変更するつもりである。 

○古賀委員長 

次回委員会における会議の公開の取り扱いについて、特に意見等がなければ会議を公開で 

実施したい。 

○各委員 

異議なし


