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第 11 回明石市行政評価委員会 議事録 

１．日 時 平成 19 年 11 月６日（火） 午後 1 時 20 分～午後３時 30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（土木部交通政策室放置自転車対策課） 

木田課長、佐野副課長、西本主幹兼係長 

指定管理者（明石駅自転車駐車場、西明石駅自転車駐車場） 

神戸中央不動産事業協同組合：田端駐車場管理運営担当、川島 

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 １名 

４．議 事 １ 指定管理業務評価の見直しについて 

２ 指定管理業務評価の所管課ヒアリング 

３ 行政評価報告書（指定管理業務評価編）について 

４ その他 

５. 配布資料 
(1) 平成 19 年度指定管理業務評価結果一覧表（暫定版） 〔資料１〕 
(2) 平成 19 年度明石市行政評価報告書（指定管理業務編） （案） 〔資料２〕 

６．議事の内容 

１ 指定管理業務評価の見直しについて 

○古賀委員長 

前回の委員会において、これまでの評価結果について再確認し、評価のぶれやバランスを 

中心に意見交換をしたところ、企業会計と官公庁会計との違いがあることや指定管理者事業 

報告書における様式のあり方の問題が背景にあったが、収支状況について、同報告書だけで 

は収支状況が不明確なものがあった、また、支出項目において本来ならば一つの項目として 

整理することが適当な経費までも「その他経費」などといった項目に一括して計上し、かつ、 

そういった報告書を委員会へ提出したことが不適切であったという理由などにより、Ｃ評価 

とした施設があった。 

評価項目の収支状況をＣ評価とした明石駅前立体駐車場、明石駅自転車駐車場、西明石駅 

自転車駐車場及び明石海浜公園・魚住北公園の４施設に関して、その収支状況に関する内訳
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資料を再提出させ、評価の見直しについて検討することとし、あわせて各委員の意見を次回 

委員会までに集約することとなっていた。その意見集約の結果については、参考資料「指定 

管理業務評価の見直しに係る各委員の意見について」のとおり。 

明石駅前立体駐車場については、全委員が事業収支の内訳を再提出資料「明石駅前立体駐 

車場 H18 年度収支表」により確認できたため、適正に執行されているものと認められ、収支 

状況を見直して良いとのことであったので、Ｃ評価からＢ評価へ見直しすることとしてよろ 

しいか。 

○全委員 

異議なし 

○古賀委員長 

明石海浜公園・魚住北公園についても、４人の委員が事業収支の内訳を再提出資料により 

確認できたため、適正に執行されているものと認められ、「収支状況」をＣ評価からＢ評価 

へ見直して良いとのことであった。なお、赤木委員だけがＣ評価のままとするとのご意見で 

あったので、協議させていただきたい。 

○赤木委員 

明石海浜公園・魚住北公園に関しては、所管課・指定管理者から収支内訳書の提出があり、 

経費の詳細な内訳が分かったが、その内訳を反映した指定管理者事業報告書が同時に再提出 

されていない。また、今回、人件費や委託料を整理し直したことに伴い、収支状況を判定す 

るうえでのチェックポイントの一つである経営指標において、人件費比率や第三者委託比率 

の数値も変わってくるはずである。したがって、再提出資料としては完結しておらず、判定 

資料としては十分ではないといえる。以上の理由から収支状況の評価をＣ判定のままとした。 

なお、評価を見直すのであれば、同報告書の再度の提出と他の支出項目と較べて大きい金額 

となった委託料に係る内訳書の提出を求めたい。 

○古賀委員長 

明石海浜公園・魚住北公園については、事業報告書の様式での提出はなかったものの、今 

回の再提出資料により収支内訳がある程度明確になったことから、積極的にＣ評価のままと 

する理由も特にないことから、Ｂ評価へ改めることとしたい。なお、同報告書と委託料の内 

訳書を次回委員会に提出するよう所管課・指定管理者に求め、先ほど赤木委員が指摘した事 

項が修正されていることなどを確認することとする。 

○全委員 

異議なし 

○古賀委員長 

明石駅自転車駐車場・西明石駅自転車駐車場に関しては、４人の委員が再提出資料の不備 

や改善が見られないなどの理由により、Ｃ評価のままとするといったご意見であった。これ 

については、委員の一部から再ヒアリングが必要ではないかといった意見があり、また、所 

管課としても資料の説明をさせてほしいといった申出もあったので、この後、引き続き、放 

置自転車対策課及び指定管理者に対し再ヒアリングを実施する。 

２ 指定管理業務評価の所管課ヒアリング 

⑴ ヒアリング 

○古賀委員長
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ヒアリングは、明石駅自転車駐車場及び西明石駅自転車駐車場の指定管理者が同じである 

ので、一括して行う。最初に所管課もしくは指定管理者から、再々提出資料に基づき収支状 

況の内訳を中心に説明を行ってもらった後、質疑応答に入る。 

○放置自転車対策課 

当初の計画で委託料などに計上されていた金額が減額され、その減額相当分が再提出資料 

では、管理経費に計上されていたことに関しては、指定管理者の募集要項の中に管理経費の 

項目が示されていなかったこともあり、当初の収支計画では管理経費を委託料などに含めて 

いた。今回、指摘を受け、明石駅自転車駐車場では収支計画時の委託料に元々含まれていた 

管理経費に相当する 240 万円を実態にあうよう新たに管理経費に計上した。西明石駅自転車 

駐車場でも同様に、収支計画時の人件費と委託料とに含まれていた管理経費に相当する 120 

万円を管理経費に計上した。特に委託料と人件費との内訳を明確にするため、収支状況の明 

細資料を添付させていただいた。 

管理経費の内訳金額が明記されていないという指摘については、前回の委員会では管理経 

費が不明確ということであったので、管理経費として充てられる間接経費の項目をあえて表 

記したが、本来指定管理者自体の内部的な運営費用であるので、再々提出資料では内訳の項 

目を削除させていただいた。 

最後に、経営指標のうち、利用者あたりのコスト及び利用者あたり指定管理料については、 

年間のバイク及び自転車の延べ合計台数により、１台あたりコスト及び１台あたり指定管理 

料に改め、算出し直した数値を記載している。 

○坂本副委員長 

別添資料「平成 18 年度収支状況」において、委託料の内訳として記載されている点検・ 

清掃業務などは、それぞれ委託契約の実態があるのか。 

○指定管理者 

委託業務については、すべて受託業者と契約をしている。 

○赤木委員 

明石駅自転車駐車場において、当初委員会へ提出されていた事業報告書の収支状況におい 

て、本来管理経費に相当する 240 万円を委託料に含めていたので、今回提出された資料では 

委託料からその金額を抜き出し、収支計画時の管理経費に計上し直したと理解して良いのか。 

また、西明石駅自転車駐車場においては、委託料に加え人件費からも管理経費に相当する 

額を抜き出しているが、これは明石自転車駐車場と同じ理由によるものか。 

○指定管理者 

そのとおりである。指定管理者の募集時、募集要項に管理運営に係る収支状況の例示とし 

て、明石市都市施設公社の会計決算書が添付していたこともあり、その中では管理経費とい 

う項目がなかったので、収支計画作成時には管理経費といった支出項目を別に設けていな 

かった。 

○坂本副委員長 

当初に委員会へ提出されていた事業報告書中、収支状況の執行状況分析欄に「予算計上外 

であるが計画内である」と記載されていたが、この文面だけを読むと「予算には計上してい 

なかったが、もともとの計画では見込んでいた範囲内である」といった矛盾した意味にも取 

れ、本来の予算のたて方として不適切であるとの指摘をされても致し方ないと思う。この点 

について、所管課としての考えをお聞きしたい。 

○放置自転車対策課
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福利厚生費にも見られるように、当初の収支計画時には福利厚生費に相当する内容を人件 

費に含めていたが、やはり別の支出項目を設けて整理する方がより適切であるとして、今回 

提出した資料の実績ではそのように記載し、整理したことを指定管理者は述べたいという意 

味だと理解をしている。 

○坂本副委員長 

この指定管理者の業務における会計処理について、例えば税理士などに関与してもらい、 

望ましい処理方法の相談などをされるべきだと考える。 

○赤木委員 

収支状況における経営指標について、収支計画時の数値が記載されていないので、実績と 

比較するためにも記載しておいてほしい。また、光熱水費の経費を節減できた理由をもう一 

度説明してほしい。 

○指定管理者 

例えば、施設内における照明の点灯をタイマーにより作動させているが、季節に応じてこ 

まめに点灯時間の設定を変えている。それらの積み重ねがこういった光熱水費の経費節減に 

つながった。 

○古賀委員長 

平成 19 年度の収支計画では、平成 18年度の実績を踏まえた内容となっているのか。 

○指定管理者 

平成 18 年度は、指定管理者として初年度ということもあって予想と違った部分もあった 

たが、平成 19 年度では過年度の実績に応じた収支計画をたてているので、計画と実績とで 

はほぼ同じような金額になると予想している。 

⑵ 意見交換・全体協議 

○古賀委員長 

明石駅自転車駐車場・西明石駅自転車駐車場に係る指定管理業務評価の見直しについて、 

協議を進めたい。 

○坂本副委員長 

参考資料「指定管理業務評価の見直しに係る各委員の意見について」に記載されていると 

おりであり、収支状況に関してはＣ評価のままである。収支状況に係る自己評価コメントも 

含め、指定管理者事業報告書を指定管理者が作成する際に税理士に相談する必要があるので 

はないかと思う。今のようなやり方では、来年も同じような事態が起こると想定される。 

○赤木委員 

所管課・指定管理者から説明があったように明石駅自転車駐車場で 240 万、西明石駅自転 

車駐車場で 120 万円を管理経費に新たに計上した理由が、単純に収支計画時の委託料などか 

ら相当額を抜き出したものであると判明したので、収支状況の評価をＢ評価へ変更する。た 

だし、事業報告書における収支計画時の経営指標の数値が記載されていないので、記入する 

べきである。また、私は、指定管理者が管理運営業務を良くやっているとも思っている。 

○増田委員 

先ほどのヒアリングでの所管課や指定管理者の説明内容では収支状況について、判定不能 

である。相変わらず指定管理者の説明も以前のままである。委員会からの指摘事項は所管課 

へ伝わっているのか、あるいは、理解しているのか疑問に感じた。正直どう評価したら良い 

のか迷っているので、他の委員の意見を聞いてから判断したい。
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○事務局 

前回の委員会で指摘された事項を事務局から所管課へ伝えている。 

○古賀委員長 

再々提出資料からは、委員会が指摘していた事項に改善が見られ、不透明であった部分が 

かなり明らかになっていることから、収支状況をＣ評価からＢ評価へ見直しても良いと思っ 

ている。 

○田中委員 

指定管理者は、施設の管理運営業務をきちんと実施しているという印象を受けている。今 

回のような報告書の内容となったことは、所管課が適切な指定管理者事業報告書の作成の仕 

方やその評価方法を理解していなかったために起こったのではないかと感じた。所管課の指 

定管理者に対する指導が適切ではなかったと思うが、当委員会の仕事は、指定管理業務の評 

価であり、指定管理者に対してはＢ評価で良いと思う。ただし、所管課が今回生じた状況を 

理解しなかったのであれば、来年も同じようなことが繰り返されるかもしれないという危惧 

はある。 

○古賀委員長 

委員会が評価すべきは、基本的には指定管理業務の評価であるが、所管課の指導方法に対 

しての注意喚起ということで、行政評価報告書中の総括コメントにそれを加えたいと考えて 

いる。また、赤木委員が指摘している収支計画時点で経営指標の数値を記載するべきかどう 

かについて、ご意見をお伺いしたい。私は、経営指標そのものについては、年度間の比較を 

する際の指標となり、そして、予算と実績との比較をするための一つの目安として収支計画 

時点でも経営指標の数値があっても良いと思う。 

○田中委員 

協定書の締結や事業計画の策定時点で経営指標の目標値が、設定されていればそれなりの 

意味はあるが、目標値がないのであればこれらの経営指標そのものが果たして必要だったの 

かとも思う。 

○赤木委員 

経営指標について、計画に対する実績はどうだったのかという点も、評価における一つの 

側面であると考える。 

○古賀委員長 

収支状況の評価をまとめるにあたって各委員の判定を確認させていただく。 

○坂本副委員長 

業務を適正に行っていることと業務の内容を正確に表現することは別の観点であり、この 

指定管理者を後者の観点で見ると他の施設の指定管理者と較べて不十分であると認められ、 

収支状況に関してはＣ評価のままで良い。所管課の適切な指導も必要であるが、事業報告書 

を作成したのはあくまでも指定管理者であり、今後も指定管理者制度が継続していく中で、 

今後こういった状態が生じないようＣ評価を与えた方が良いと考えている。 

○赤木委員 

収支状況をＣ評価からＢ評価へ改めて良い。 

○田中委員 

今回の再々提出資料により収支内訳がある程度明確になったことから、収支状況をＢ評価 

へ見直して良い。 

○増田委員 

これまでのヒアリングの説明や提出された資料をもってしても、収支状況の判断ができな
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いが、Ａ評価でもなくＣ評価でもなければ、これまでの委員会での取り扱いからするとＢ評 

価とせざるをえない。 

○古賀委員長 

指定管理制度導入の初年度であり、収支状況の整理に関して、官公庁会計と企業会計との 

差異から所管課・指定管理者の双方が混乱しているように見受けられ、また、ヒアリングに 

おけるプレゼンテーションの出来が必ずしも良いとは言えなかったが、指定管理者による施 

設の管理運営業務については適切に実施していると感じたので、収支状況をＢ評価に見直し 

ても良いと思う。今回の報告書の作成にあたって、所管課による適切な指導ができていな 

かったということがかなり影響していたようでもあった。 

○古賀委員長 

坂本副委員長のご意見はＣ評価のままであるが、委員会としての評価をまとめたい。所管 

課の指定管理者に対する適切な指導が望まれる事案であったが、明石駅自転車駐車場及び西 

明石駅自転車駐車場の収支状況については、Ｃ評価からＢ評価へ見直すことでご異議はない 

か。また、指定管理者事業報告書における収支計画時の経営指標や自己評価コメントなどを 

付け加えた同報告書を次回委員会に提出を求め、確認していくこととする。 

○全委員 

異議なし 

３ 行政評価報告書（指定管理業務編）について 

○古賀委員長 

報告書（案）については、これまでの委員会における協議等をふまえ、委員長の私が案を 

いったんまとめて、委員会へ提案することとなっていた。なお、提出させていただいた資料 

２「平成 19 年度明石市行政評価報告書（指定管理業務編）（案）」は、本日、再ヒアリング 

を行った明石駅自転車駐車場及び西明石駅自転車駐車場の評価を除いた形となっているので、 

ご了承願いたい。両自転車駐車場を含めた最終的な報告書（案）及び総括コメントに関して 

は、次回の第 12回委員会で審議し、決定したいと考えている。 

○坂本副委員長 

今回の指定管理業務評価に関する基本として、指定管理者が行った施設の管理運営業務と 

所管課の指導・監督業務の両方を評価・チェックするということではなかったのか。報告書 

（案）には両方を評価の対象とする趣旨の表現が見られない。所管課が指定管理者に対して 

行った指導・監督の内容なども評価することを、報告書（案）の中に明確に記載するべきだ 

と考える。 

○事務局 

当初、当委員会で定めた指定管理業務の評価方法では、指定管理者が行った指定管理業務 

自体を評価することとしている。ただし、これまでの会議の中でも委員長から指摘・提案が 

あったように、総括コメントには所管課の指導・監督に関するコメントも盛り込まれるので 

はないかと考えている。すでに委員長から提案のあった報告書（案）の中にも、施設のうち 

一部では、所管課に対する評価コメントも記載されている。 

○坂本副委員長 

各論として各施設における所管課に対する評価コメントが含まれているのであれば、総論 

である評価対象の項にその旨が明記されるべきである。 

また、指定管理者が行った指定管理業務だけを当委員会で評価するのであれば、すでに所
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管課による第一次評価と同じことを再度、当委員会にさせていることになり、時間の無駄と 

いえなくもない。本来、第二次評価とは、所管課による第一次評価や指導・監督業務が適正 

であったのかどうかまで踏み込むべきだと考えている。 

○事務局 

指定管理業務の評価については、所管課により実施される評価だけでは甘くなるというこ 

とも考えられることから、市民の目線から見た客観的な評価を第二次評価として当委員会に 

おいて実施していただいたということなので、ご理解いただきたい。 

○古賀委員長 

所管課に対する評価については、今回進めてきた行政評価の上では事務事業評価において 

評価されるべきであり、今回の指定管理業務評価については指定管理者の管理運営業務の評 

価に特化した方が良い。 

○赤木委員 

資料２の 157 ページ、勤労福祉会館における収支状況の人件費について、執行状況分析欄 

の収支計画から実績の金額を差し引いた残額が、収入における精算返還金欄の額と異なって 

いるので、その理由を確認したい。産業交流センター及び中高年齢労働者福祉センターも同 

様である。なお、消耗什器備品費と修繕費については、残額と精算返還金の額が一致してい 

る。 

○事務局 

所管課へ確認させていただく。 

○増田委員 

資料２の４ページの上から３行目、 「市民参加型のミュージカルの開催などにも意欲的に 

取り組んでおり」との記載であるが、平成 18 年度においてたまたま市民参加型公演の一形 

態としてミュージカルを選んだだけである。これでは例年取り組んでいるような誤解を与え 

るため、「市民参加型のミュージカル」とするよりも「市民参加型の公演」とした方が適切 

な表現である。 

○坂本副委員長 

平成 18 年度における１年間の成果であり、実際に市民参加型のミュージカルを実施して 

いるのであるから、この表現でもかまわないと思う。 

○坂本副委員長 

今回、所管課が行う指定管理者への指導・監督は評価の対象とはならないが、この制度が 

継続する場合、指定管理者が交代することはあっても、所管課の指導・監督機能がなくなる 

ことは考えられない。この制度は、市の事務の執行を民間企業等へ委任するものであるが、 

指定管理者を指導・監督する機能を市に残すことによって、市の意向を反映させざるをえな 

いため、所管課には「民間企業に負けない豊かな発想」や「時流に流されない高い識見」及 

び「使命感に裏打ちされた強い意思」などが必要であり、また、その担い手である市職員に 

おいてはこれらを得るための自己研鑽が強く求められていることを評価結果総括コメントに 

盛り込みたい。 

これらの指摘は、現在の指定管理者が次回の選定時においてアドバンテージを持つ可能性 

があるなど、その指定管理者との力関係において市の力が弱まることへの危機感でもある。 

○増田委員 

所管課が市の強いメッセージを出し続けることが重要であると思う。今後、同一団体が長 

期間に渡り指定管理者となるなど、市に対して強い立場を有する指定管理者が出てくる可能 

性も考えられる。
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○田中委員 

ヒアリングでは、所管課は指定管理者が事業計画どおり業務を実行していることをフォ 

ローするのではなく、所管課が事業計画の重要性を認識した上でそれに対する達成状況を判 

断材料として委員会へ提供してもらわないと、評価が困難であると考える。例えば、事業報 

告書における収支状況の記載方法などについて、所管課は指定管理者をしっかり指導する必 

要があるので、その前提として所管課が事業報告書のあり方を理解しておく必要がある。指 

定管理者が事業計画に対して何をやって、何をやっていないのか、比較検証しやすい報告書 

の様式となるよう検討しなければならない。 

また、収支状況の評価よりも、指定管理者が実施した業務内容を評価の対象としてより重 

視すべきだと思う。そして、これは指定管理業務評価とは直接関係はなく、事務事業評価の 

範疇になってしまうが、指定管理者制度を導入したことにより、市職員の人件費を含めた経 

費の削減に貢献できているかどうかといった検証も必要である。 

○坂本副委員長 

指定管理業務に関する議論の中で、元々は請負であるという発想があり、民法上の契約と 

割り切ってしまえば、契約条項を守るか守らないかの二つに一つである。したがって、評価 

の方法としては、協定書等に定める業務が実施できたのか、あるいは、できていなかったの 

かの二段階評価で良いと思う。 

○田中委員 

基本的に指定管理業務の評価に関しては、協定書などで定められたことが履行できたのか 

どうかだけで良く、定められた水準以上のことができたかどうかといった評価基準は適切で 

はなかったと思う。要するに民間企業は契約で定められたことを履行すれば良いのであって、 

それ以上のことをすることは本来求められていないと考えられるからである。 

その他、評価方法の改善点として、所管課の指導・監督内容を評価の対象とすることも考 

えたい。つまり所管課が指定管理者に対してどういう指導をしているのかを評価するという 

ことである。また、指定管理者を選定する際の判断材料とした事項を含めて、その後の指定 

管理者の状況をこの委員会で追跡することも必要である。指定管理者が選定された理由が実 

績として現れないようであれば、同制度を導入した効果も薄れてしまう。 

○坂本副委員長 

指定管理者候補者選定委員会が、そのまま指定管理者の評価を行うといった評価の仕組み 

も考えられないか。 

○田中委員 

その仕組みの方が分かりやすいと思う。当初の選定経緯を分かっている選定委員会は、指 

定管理者及びその業務内容について、全体的な評価や議論ができるのではないかと思う。ま 

た、来年度においては、今回の評価結果を踏まえて、委員会として自信を持って評価できる 

ような基準をつくる必要がある。 

○赤木委員 

事業報告書における収支状況で用いられる人件費や管理経費などの定義があいまいであっ 

たので、その取り扱いにバラツキがあった。経費項目の取り扱いを統一して、事業収支を整 

理すべきである。 

○古賀委員長 

今回の評価方法を踏まえ、評価基準がどうあるべきかを明確にし、所管課へもそれをしっ 

かり理解していただく必要があると考えられる。その上で厳しい評価を行うことが望まれる。 

今回の評価は手探りということもあったので、来年度に向けてどのように改善するかが課題
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である。次回委員会において、今回の評価方法の検証を踏まえて具体的な見直しの提案がで 

きればと考えている。 

○事務局 

現時点において、来年度における指定管理業務評価の対象を平成 19 年度に同制度を導入 

した６施設とすることを考えている。 

４ その他 

○古賀委員長 

次回委員会では、平成 19 年度明石市行政評価報告書（指定管理業務編）（案）を審議する 

とともに、これまでの行政評価を振り返り、問題点の抽出や今後の取り組みに向けての意見 

交換を予定しているが、特に異存などがなければ会議を公開で行いたい。 

○委員 

異議なし 

○事務局 

第９回委員会における所管課ヒアリング中に、赤木委員から石ケ谷公園に係る利用者当た 

りコストに関してご質問があったが、所管課である公園課より参考資料「第 9 回明石市行政 

評価委員会での質問に対する回答について（石ケ谷公園）」のとおり委員会へ資料提供が 

あったので、配布させていただいている。また、次回の第 12 回委員会は、11 月 13 日 

（火）午後 3時 30 分から、議会棟第３委員会室で開催させていただく。


