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第 12 回明石市行政評価委員会 議事録 

１．日 時 平成 19 年 11 月 13 日（火） 午後３時 30分～午後５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） 

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 ４名 

４．議 事 １ 行政評価報告書（指定管理業務編）について 

２ 行政評価における問題点と今後の取り組みについて 

３ その他 

５. 配布資料 

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１〕 

６．議事の内容 

○古賀委員長 

議事に入る前に前回の委員会において再提出を求めていた事業報告書などを確認する。 

○事務局 

－「指定管理者事業報告書（収支状況）」、「18 年度明石海浜公園・魚住北公園収支表」及び 

「18 年度委託料内訳表」により説明－ 

明石駅自転車駐車場及び西明石駅自転車駐車場に関しては、事業報告書の収支状況・総合 

評価の項において指定管理者自己評価コメントを加えること、収支計画時の経営指標の数値 

を記載すること、及び項目名の記載にあたって「経営指数」ではなく「経営指標」の表記に 

統一することを前回の委員会で指摘されていた。次に、明石海浜公園・魚住北公園での指摘 

については、前回の委員会に提出された「18 年度明石海浜公園・魚住北公園収支表」にお 

ける人件費、委託料及びその他経費の額を事業報告書における事業収支と整合をとること、 

あわせて経営指標における人件費比率や第三者委託比率を修正すること、委託料の内訳書を 

添付することであった。以上の指摘事項を修正された資料でご確認いただきたい。 

産業交流センター等の人件費における不一致の理由については、事業収支の収入欄におけ 

る人件費精算返還金には消費税に相当する額が含まれているが、支出欄における人件費の支 

払いには消費税に相当する金額は含まれていないことから、両者の間に差額が生じていたた 

めであったので、ご理解願いたい。 

○古賀委員長
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以上により、前回の委員会で指摘した事項について、修正等がされていることを確認した 

こととする。 

○全委員 

異議なし 

１ 行政評価報告書（指定管理業務編）について 

○古賀委員長 

この議事は前回の委員会において継続協議となっていた案件である。今回配布した、資料 

１「平成１９年度明石市行政評価報告書（指定管理業務編）（案）」については、前回の委員 

会で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見直しを 

行った結果を反映させている。なお、同報告書に盛り込む総括コメントについては、これま 

での委員会における協議等を踏まえ、委員長の私が提案することとなっていた。 

○坂本副委員長 

評価結果に係る総括コメント(案)について、あらかじめ委員長が各委員の意見を集約され 

る中で、私が指摘していた事項がある程度反映されているので、特に異議はない。今回の委 

員会では指定管理業務に対する評価を主として行ってきたわけであるが、二次的に指定管理 

者を指導・監督する所管課についての評価にも委員会として言及したところであり、そうい 

う意味において、所管課による指導・監督の内容についても本来しっかりと議論をすべきで 

あったと思っている。 

○古賀委員長 

所管課の指導・監督業務については、当委員会において議論の俎上に上げていない。ヒア 

リングにおいても委員会として指定管理業務そのものの評価に力点を置いてきた。ただし、 

指定管理業務は、所管課による指導･監督業務と密接不可分であるといえるので、今後の検 

討課題としたい。 

○田中委員 

次の議事である「行政評価における問題点と今後の取り組みについて」に関係してくるが、 

今回の評価は、当初、所管課の指定管理者に対する指導・監督内容については触れずに、顧 

客満足度・事業達成度・収支状況という３つの視点から指定管理業務を評価することを当委 

員会で決定した。 

次年度からは指定管理業務を直接評価するだけではなく、所管課の第一次評価を踏まえ、 

その評価結果の根拠等を当委員会で確認し、さらに指導や改善すべき点を所管課へ指摘する 

といった方法も有意義な評価になると思う。 

○坂本副委員長 

今回、当委員会に提出された資料は、指定管理者が所管課へ提出した資料でもあるが、そ 

の資料が不十分である場合、これを了承した所管課に対してマイナスの評価を与えるといっ 

たやり方は自然な発想である。また、評価の考え方においても、所管課による第一次評価と 

委員会による第二次評価が並列で存在するのではなく、第二次評価を第一次評価に対する評 

価・検証の場として位置付けた方が良いと考えている。 

○増田委員 

私は、委員会で定めた評価方法のとおり、指定管理者による施設の管理運営業務そのもの 

を見てきたという思いが強い。 

○赤木委員
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ヒアリングにおいて様々な質問を所管課にしてきたが、単純に収支状況を示す表に数字を 

入れているといったものではなく、その数字がどのような意味を持つのか充分に説明できる 

よう、所管課にしっかりと認識しておいて欲しい。公の施設の管理運営には、税金を原資と 

する多額の指定管理料が使われており、指定管理者が実施する事業の中身については、所管 

課がきちんとチェックし、提出された資料だけで不足する場合は、その根拠や明細などを添 

付させる必要がある。 

指定管理者制度の導入には、民間のノウハウを活用するといった目的が掲げられており、 

市職員は指定管理者からそのノウハウを学ばなければいけない。施設における一年間の管理 

運営業務の成果として事業報告書が提出されたのであれば、それをしっかりと検証する必要 

があるので、第一次評価には厳しさを求めたい。そして、そのための勉強を市職員にはして 

いただきたいと思う。 

○古賀委員長 

所管課による指導・監督業務に対する評価など当初の評価方法では想定していなかったこ 

とが、実際の評価作業を通じて判明してきたと感じている。指定管理者制度においては、結 

果的に指定管理者と所管課とは一体となっていると考えられ、指定管理者の管理運営業務だ 

けではなく、所管課のマネジメント業務について評価していくことも必要であるといえる。 

今回の評価では、そういった評価方法に真正面から取り組むことができなかったが、行政評 

価報告書の中に所管課に対する期待を評価結果総括コメントとして盛り込んでいく。 

平成 19 年度明石市行政評価報告書（指定管理業務編）については、評価結果総括コメン 

トも含めて提案どおり報告書とまとめていきたいが、ご異議はないか。 

○全委員 

異議なし 

○古賀委員長 

今後、この報告書を１１月下旬を目途に市へ提出するが、具体的な提出時期・方法などは 

委員長の私にご一任いただけるか。 

○全委員 

異議なし 

２ 行政評価における問題点と今後の取り組みについて 

○古賀委員長 

今年度、当委員会で実施してきた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させていただきたい。円滑な進行のため、論点を整理した参考資料「行 

政評価における問題点と今後の取り組みについて」を配布させていただいているので、意見 

交換の参考として欲しい。 

○坂本副委員長 

「世界中で一番嫌われている職業は検察官である」という言葉がある。検察官は、職責上 

自らが絶対的な善という前提に立ち、人を断罪しなければならず、そうでなければ、検察官 

としての存在意義がないこととなる。基本的に、当委員会はそういう検察官のような存在で 

あると思い、私はこれまで評価に携わってきた。内部で誤り等を指摘すれば、人間関係がぎ 

くしゃくすることは目に見えており、なかなか「おかしい」と指摘しにくい土壌がある。そ 

れが内部評価の限界といえる。そういった言いにくいことについて言及することが、当委員 

会の役割である。
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○赤木委員 

委員会における指摘の内容を厳しくするべきであることは同感である。後は、その厳しい 

指摘内容の表現方法に配慮すればよい。 

○古賀委員長 

評価にあたっての委員会の基本的な姿勢に関しては、坂本副委員長の指摘どおりで良いと 

考える。今回、指定管理業務評価においては、指定管理者から重ねて資料を提出させたが、 

これは、指定管理者が事業報告書自体の様式を十分理解していなかったことと、所管課によ 

る指導が徹底されていなかったことが原因であると思っている。なお、施設の管理運営業務 

そのものはきちんと実施できていると感じた。 

○坂本副委員長 

再提出・再々提出資料を求めた所管課や指定管理者に対しては、当初提出された資料は不 

十分であったというメッセージを与えることはできたものの、委員会による評価をＣ評価か 

らＢ評価へ見直してしまった。Ｃ評価のままとしておいた方が良かったのではないかと思っ 

ている。 

○古賀委員長 

当初に所管課や指定管理者に対して、本来の事業報告書、特に収支状況のあり方を委員会 

として示していたにもかかわらず、不十分な報告書が提出された結果としてのＣ評価であれ 

ば致し方ないが、今回は当初にそういったことを委員会から提示できていなかった。 

○赤木委員 

事務事業評価の評価項目を必要性、有効性・効率性としていたが、新たに経済性という視 

点からの評価項目を加えてはどうか。 

○古賀委員長 

それは効率性の評価項目に含まれていると思う。 

○増田委員 

事務事業評価における評価対象の選定にあたっては、当委員会で議論を重ね非常に悩んだ 

ところであった。来年度の事務事業評価でも同様に、その選定方法について議論及び関心が 

集まると考えられるので、今年度と同じように明確な選定基準が必要ではないかと考えてい 

る。また、事務事業の所管課は、評価をするうえで判断材料となりえる成果指標の設定に努 

めて欲しい。 

○古賀委員長 

数多い事務事業の中から評価対象事業を絞り込む選定基準は非常に難しい。今回の評価は、 

見直しの効果が期待できるものとして予算額が大きいこと、特定の所管部課に偏らずバラン 

スをとることなどの観点から対象事業を選定した。次回の事務事業評価では選定方法の再検 

討も必要であるかもしれない。また、成果指標については、評価の実施にあたり重要である 

が、今回、成果指標自体の設定数が少なく、判断することが困難な指標があったことも否め 

ない。 

次に、指定管理業務の評価方法においては、ある程度、簡単に業務相互間の実績を比較で 

きるように共通項を設けることも考えたい。そして、共通項以外は、施設の性格などに応じ 

て適宜施設ごとに設定する。従って、共通項以外のプラスアルファ部分で、指定管理者自ら 

が実績をアピールするといったことにより、管理運営業務の質の向上を促すといった効果も 

考えられる。 

○田中委員 

事務事業評価における成果指標の設定にあたっては、これまで外部に対してそういった観
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点からの説明を行う機会が少なかった影響か、適切なものが少なく評価を行う上で判断に苦 

慮したものもあった。 

○坂本副委員長 

指定管理業務評価については、請負契約的な側面を強調すると、実施結果が協定などのと 

おりに実施されていたか、あるいは実施されていなかったといった二段階評価が適当である 

と考えられ、そういった評価基準を次回の評価では提案したい。民間企業の場合、契約で定 

められた以上に自ら費用をかけて業務を実施することは、通常あり得ない。 

○古賀委員長 

今年度の事務事業評価における問題点と今後の取り組みについて、各委員からさまざまな 

意見が出されたが、一応、主なものを整理しておく。第一に、評価対象事業をどのような基 

準で選定していくかということがあげられる。これは評価の過程において重要な事項であり、 

来年度の評価を進めるにあたっても必ず議論となるべきものといえる。第二に、成果指標を 

あげたい。今回の評価では、成果指標の設定数の少なさや必ずしも事務事業の実態を表せて 

いない成果指標が見受けられた。今後、成果指標の設定にあたっては、実態が見えるものと 

なるよう望みたい。 

－休憩－ 

○古賀委員長 

ここからは、主に指定管理業務評価について意見交換を進める。評価対象に所管課による 

指定管理者に対する指導・監督業務の評価を加えるべきかどうかといった問題がある。評価 

項目として、顧客満足度・事業達成度・収支状況といったものが適切であったかどうか。三 

段階とした評価基準において、協定書などのとおり管理運営業務が履行できていた、あるい 

は履行できていなかったといった二段階評価とするべきであったのか。また、今回の評価で 

かなり混乱がみられた収支状況の評価をどうするか。指定管理者が経費節減に努めることに 

対して高い評価を与えることが適切かどうかなどの論点があると思う。 

○増田委員 

指定管理業務評価に関しては、市と指定管理者との協定どおり業務ができていれば充分で 

ある。例えば、協定書等では定められていなかったイベントを実施し、結果的に大成功で 

あったというプラスアルファの部分をどのように評価すれば良いのか難しい。ただし、単に 

協定等に定められた事項だけを履行すれば良いということになると、その業務の質を評価す 

ることができなくなるといった弊害が生じる。 

○古賀委員長 

今回の評価は、協定書等で定められたとおりに管理運営業務が行われているかどうかに加 

えて、期待以上の業務が実施できているかどうかといったように三段階で評価を進めてきた。 

協定どおりの実施を確認することが基本ではあるが、加えて指定管理者がどれだけ努力した 

かを評価する観点も必要であると思う。極端な例となるが、履行・不履行の二段階評価であ 

れば、当初の協定に定められた水準自体が緩やかなものであった場合、指定管理者が安易に 

その水準をクリアしてしまうことも考えられ、サービスの向上が図られない危険性がある。 

○田中委員 

当委員会においては、顧客満足度、事業達成度、収支状況といった３つの評価項目から第 

二次評価を実施したが、既に第一次評価として所管課が同様に評価をしていることから、委 

員会では、第一次評価に至った判断根拠等を確認する評価方法としてはどうかと思う。また、
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３つの評価項目の他に、所管課に対する評価といった項目を設けることも考えている。これ 

は、所管課として指定管理者に対する指導・監督が適正に行われているか否かなどを評価す 

るものである。 

今回、委員会における評価では、指定管理者から提出された資料が所管課のフィルターを 

通っていることに加え、所管課からの説明も事業計画等に定められた水準と較べてどうかと 

いったことが分かりにくいところもあった。 

○古賀委員長 

指定管理業務の評価を通じて、委員会は実質的に所管課に対する評価まで踏み込んでいた 

ように思っている。第一次評価と第二次評価とは並列関係にあると認識している。 

○坂本副委員長 

日常的に所管課が指定管理者をチェックしている内容に関し、委員会が評価することは可 

能であると思うが、委員会が指定管理者の業務を限られた時間や限られた情報の中で、直接 

評価することは困難であると思っている。 

指定管理者は数年毎に交代するが、所管課は永続的に施設の管理運営についてのノウハウ 

を蓄積していかなくてはならず、この所管課の指定管理者に対する指導・監督についての検 

証を怠ると、円滑な指定管理者制度の運用が図られないと危惧している。今回のヒアリング 

を通じて、所管課が責任を持ち、指定管理者を指導・監督していくといった姿勢が見られな 

かったため、そういった意識を市職員に植え付ける必要があると感じた。 

○田中委員 

今回の評価の仕方では、評価の相手方が指定管理者なのか、あるいは所管課なのか中途半 

端の感があった。また、直接に指定管理者の業務を評価することは難しく、所管課に対する 

評価の方が取り組みやすいとも感じた。限られた情報の中では判断が困難であることも多 

かったが、来年度においては自信をもって評価できる方法を確立していきたいと思っている。 

○坂本副委員長 

来年度の評価に向けて、所管課に対する評価を実施するのか、あるいは今年度のように指 

定管理者の業務に対する評価方法を踏襲するのかについて、結論を出してみてはどうかと思 

う。 

○古賀委員長 

委員会としてもう少し検討したい。最終的な評価の目的はやはり指定管理者が行う施設の 

管理運営業務であるが、所管課に対する評価も一つの評価のあり方ともいえる。 

○増田委員 

顧客満足度を測定するうえで、利用者アンケート調査の回答数が極端に少ない、収支状況 

の整理の仕方が不十分、あるいは自己分析コメントが不適当な事例が一部の指定管理業務に 

見受けられたことを指摘しておきたい。今回の評価においては、所管課と指定管理者の双方 

にヒアリングに対する姿勢の甘さが感じられた。また、アンケート調査の回答数が多かった 

事例は、指定管理者が回収に努力をしていたことによるもので、所管課の指導によるもので 

はなかったと思っている。所管課は、指定管理者に対する指導・監督者としての認識を強め 

てほしい。 

○古賀委員長 

指定管理業務に関する評価モデルをどのように組み立てていくことが適当なのか、難しい 

問題である。指定管理者の活動内容自体を評価することが最も重要なポイントであることは 

事実であるが、一方、所管課による指定管理者に対する指導・監督も重要であり、その評価 

を加えることに異存はない。
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評価作業にあたっては、これまでどおり提出された資料など与えられた範囲の情報の中で 

評価を行い、疑問点についてはヒアリングにより明らかにするといった手段により、評価を 

行うこととなる。 

○赤木委員 

第 7 回委員会時の資料４「平成 18 年度指定管理者制度導入施設の管理運営状況の概要」 

において、制度導入後の経費の削減効果を記載しているが、実質的な削減効果額を算出する 

にあたって制度導入前の経費から指定管理料及び所管課経費を控除している。その中で、市 

民会館等と図書館等の施設以外では所管課経費が「０」と計上されている理由は何か。また、 

指定管理業務評価シートや指定管理者事業報告書の中で、委託料や人件費という言葉を明確 

に定義する必要がある。所管課と指定管理者との間でその取り扱いが統一されていないと混 

乱する。 

○事務局 

市民会館等と図書館等以外の施設においては、制度導入前、市の所管課から外郭団体など 

へ業務委託をしていた。制度導入後、その従前の所管課が引き続き指定管理者を指導・監督 

しており、経費の増加がないことから、実質的な削減効果額の算定上、所管課経費を「０」 

と計上している。 

○古賀委員長 

事業報告書の収支状況を作成するうえで、経費の勘定項目については明確な分類が必要で 

ある。 

○事務局 

明石市では、平成 18 年に指定管理者制度を導入後、これまで所管課による指定管理者へ 

のモニタリングを通じた軽微な改善を含め、指導等を行ってきたところであるが、今回、指 

定管理業務を外部の眼でチェックすべく当委員会において評価をしていただいた。 

今回の評価を通じて事務局として反省すべき点は、指定管理に係る評価制度の先進例が少 

ない中で評価制度を設計し、所管課による第一次評価、委員会による第二次評価を進めてき 

たが、所管課の指導・監督方法にも不十分な点が見えてきた。そのあたりが委員会において 

すっきりしていない部分でもあると思っている。次に、収支状況については、公会計と企業 

会計との差異を行政改革室も含め、所管課もおそらく理解できていなかったのではないかと 

思う。今後、収支状況の把握の仕方を検討しなければならない。 

来年度は、平成 19 年度に制度を導入した６施設を評価対象にしたいと考えているが、今 

回、各委員からいただいたご意見を参考にし、より適切な評価制度の構築に努めていきたい 

と考えている。 

○田中委員 

委員会という会議の中で、事務事業評価や指定管理業務評価にしろ、評価のノウハウを積 

み重ねていくことが、明石市にとって最も重要である。今後、指定管理者は変わっていくが、 

施設の設置者である市に管理運営に係る指導等のノウハウが残れば、さまざまな団体が指定 

管理者として業務を行う際も、市の指導・監督を通してある程度の管理運営レベルが維持で 

きるものと考えられる。 

○坂本副委員長 

顧客満足度を測定するためのデータとして利用者アンケート調査結果があるが、客観的な 

データを得るために、その調査を指定管理者自身が実施するのではなく、所管課や第三者を 

実施主体とするべきである。 

○古賀委員長
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次年度における指定管理業務の評価にあたっては、今年度の経験を踏まえ、所管課の指 

導・監督業務の評価を重視するという観点からの評価制度の構築も検討すればよいと思う。 

○坂本副委員長 

指定管理業務評価における３つの評価項目の中で、収支状況については評価しなくても良 

いのではないか。指定管理業務の実績については、他の観点からの評価で十分把握可能であ 

る。 

○古賀委員長 

収支状況に関しては、評価項目に含めることで、指定管理料の転用、収支計画と実績との 

乖離や事業収支のマイナスなどに対して、一定の抑止効果が期待できると思う。 

○田中委員 

市の長期的なビジョンとして、公の施設の管理運営業務を指定管理者という外部の団体に 

任せていく方向性であれば、各所管課に指導・監督を別々に任せるのではなく、指導・監督 

の専属チームを作るなど一本化した方が効率的であると考えられるので、検討してみる価値 

はある。 

○赤木委員 

指定管理者制度導入の背景には市民サービスの向上が前提としてあるが、コストダウンば 

かりを重視するとサービスが低下してしまう恐れがある。コストとサービスのバランス維持 

が必要で、それは行政の仕事である。 

○古賀委員長 

指定管理者制度の運用はまだ始まったばかりで、すべての面において確立されているとは 

言えないが、これまでの委員会での経験や各委員から出された意見などを基に、指定管理業 

務におけるより適切な評価制度の構築を目指していきたい。 

３ その他 

○事務局 

本市では、今年度、新たな行政評価の試みとして簡素な評価の仕組みのもと、客観的な外 

部評価の取り組みをさせていただいた。評価結果としては、過去に当市で実施してきた行政 

評価では考えられなかった評価結果を出していただいたと思っている。また、これまでの各 

委員のご意見を参考とし、来年度の評価へと活用させていただく。委員の皆様にお礼申し上 

げるとともに、引き続き来年度もよろしくお願いしたい。 

○古賀委員長 

当委員会では、今年度１２回に渡り事務事業評価及び指定管理業務評価を実施してきた。 

外部委員のみで構成する委員会による評価は、市として新しい試みであり、また、ノウハウ 

などの蓄積も充分に無い中で試行錯誤を繰り返しながら評価作業が進められてきたものの、 

次年度へ活かすべき成果と課題がはっきりしたと考えている。 

行政評価を進めるにあたっては、市民の意見を反映すること、公平公正な評価であること、 

透明性を高めることといった三つの重要な要件がある。当委員会では、これらの要件を満た 

すことができたと自負している。 

今年度の評価は、必ずしも十分だとは言えないかもしれないが、これまでの実績や成果を 

踏まえて、次年度も評価を行っていきたい。各委員においては、長期間にわたる所管課との 

ヒアリングや評価に係る円滑な審議にご協力をいただき、お礼を申し上げる。また、事務局 

に対しても感謝を述べたい。


