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第７回明石市行政評価委員会 議事録 

１．日 時 平成 19 年９月 11日（火） 午後２時 30分～午後５時 

２．場 所 市役所本庁舎南会議室棟１０３Ｃ会議室 

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 ３名 

４．議 事 １ 行政評価報告書（事務事業編）について 

２ 指定管理者制度について 

３ 指定管理業務の評価方法について 

４ ヒアリングの進め方について 

５ その他 

５．配布資料 

(1) 【資料１】平成 19年度明石市行政評価報告書（事務事業編）（案） 

(2) 【資料２】公の施設の指定管理者制度に関する指針 

(3) 【資料３】平成 18年度指定管理者制度導入施設の管理運営状況（簡略版） 

(4) 【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 

(5) 【資料５】指定管理業務の評価方法について（案） 

(6) 【資料６】ヒアリングの進め方について（案） 

(7) 【資料７】平成 19年度指定管理業務評価の所管課ヒアリング日程表（案） 

６．議事の内容 

１ 行政評価報告書（事務事業編）について 

○古賀委員長 

最初の議事は、「行政評価報告書（事務事業編）について」であるが、これは所管課との 

ヒアリングを経て、事務事業評価の結果をまとめようとするものである。また報告書の案に 

ついては、委員会での協議等をふまえ、委員長の私が作成することとされていた。 

その前に車両管理事業の評価結果に関して、 「評価のブレ」があったのではないかという 

意見が第６回委員会であり、評価の見直しを検討することとしていたが、その後、各委員の 

意見を集約し、全委員が評価の一部を見直しすることに賛同したことを報告する。 

具体的には、車両管理事業の「事業の必要性」については、第 3 回委員会においてＢ判定 

となっていたが、 「公用車は、迅速かつ効率的な行政サービスなどを提供するうえで、職員
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の足として欠かせないものであり、その車両を総合的に管理しているこの事業は必要性が認 

められる。」ことから、Ａ判定へ見直そうとするものである。 

よって、評価項目のうち「必要性」がＢ判定からＡ判定へ変更となり、その結果、総合評 

価もＣ判定からＢ判定に改まる。ご異議はないか。 

○各委員 

異議なし 

○古賀委員長 

この評価の見直しに関しては、これから提案する報告書（案）へすでに反映しているので、 

あらかじめご了承願いたい。 

続いて、これまでの評価結果をまとめた資料１「平成 19 年度明石市行政評価報告書（事 

務事業編）」（案）の審議に入る。事前に資料を配布していたこともあり、各委員は既に眼を 

通していることと思う。なお、委員会としての評価結果に係る総括コメントも、あわせて報 

告書に盛り込んでいきたいと考えているので、後ほど別途私の方から提案させていただく。 

それでは、報告書（案）に関してご意見などはないか。 

○坂本副委員長 

報告書（案）中 3 ページの評価コメント(3)車両管理事業について、末尾へ評価コメント 

を付加することを提案したい。 

－評価コメント（案）を配布－ 

「なお、従前の当該部課事業の成立経緯を見るに、経費削減の効を焦る余り、現状におい 

て弊害（必要車両数確保の未達の可能性）と思しきものが認められるので、今後はこのよう 

なことのないよう、実情に即した施策が求められる。 」 

提案理由としては、①集中管理車両の予約を取ることに無用な労力を強いられている現状 

がある、②タクシーではなく、軽車両で赴くことに意義があるといったような細かな担当部 

課の意見集約が円滑に行われていないのではとの危惧がある、③行政改革を設置目的とする 

部課の設立は、内外ともに、行政改革の意気込みを示すものであるとともに、諸部課に著し 

いプレッシャーを与えているものと想像される。行き過ぎがあってもそれに物申すという雰 

囲気が消失しているのではないかとの危惧があることがあげられる。 

評価コメント(3)の評価コメントの末尾に入れるか、又は後ほど委員長から提案がある総 

括コメントの中に入れるか。私としては、妥当なところで(3)の末尾に入れることを提案し 

たい。 

○田中委員 

管財課の車両利用状況を分析し、利用課のニーズを考慮したうえでこういう提案がなされ 

たので、コメントを付け加えることに対して、私は特に異論はない。 

○増田委員 

坂本副委員長からの提案は評価コメントとしてふさわしい。車両を利用するのに手間がか 

かる非常に本末転倒な車両管理システムであり、そういう状況が分かるようになると考える。 

○古賀委員長 

副委員長からの提案内容については明快であり理解もできるので、このまま文章を加えて 

も大丈夫だろう。他の委員のお考えはどうか。 

○赤木委員 

提案理由の③については、同じようなケースの状況に陥っている事業が他にないともいえ 

ないので、評価結果総括コメントへ入れることも良いように思う。 

なお、車両は元々職員の移動の足となるものである。車両予約のために本来業務が滞り、
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住民サービスの低下を招くようでは本末転倒であろう。車両管理自体の実情は掴めてはいな 

いがコメント付加には賛成である。 

○古賀委員長 

コメント付加については各委員の賛成を得たが、報告書（案）のどの箇所に挿入するのが 

適切だろうか。 

○坂本副委員長 

赤木委員からは、 「提案理由③を評価結果総括コメントに入れる」という新たな提案が 

あったが、どのように取り扱うのか。 

○古賀委員長 

赤木委員の提案についてはこの後に議論することとして、先に坂本副委員長の提案を検討 

したい。 

副委員長からの提案は全委員の賛同を得ており、また、挿入箇所としては報告書（案）中 

3 ページの評価コメント(3)車両管理事業の末尾にコメントを付け加えることが妥当だと思 

う。

他に報告書（案）に関するご意見がないようなので、 「平成 19 年度明石市行政評価報告書 

（事務事業編）」（案）については、坂本副委員長の提案を加え、それ以外は提案どおりとし、 

報告書をまとめていきたいが、ご異議はないか。 

○各委員 

異議なし 

○古賀委員長 

以上により、個別の事務事業に関する評価結果を決定させていただいた。なお、評価結果 

全体についても同様に、委員会として評価結果総括コメントを報告書に盛り込んでいきたい。 

コメント案については、私の方から提案させていただく。 

－評価結果総括コメント（案）を配布－ 

○古賀委員長 

配布した評価結果総括コメント（案）は、私が作成した原案に坂本副委員長から意見を頂 

き、修正を加えたものである。 

文章の構成は３つの部分からなり、第１段落では評価全体を総括し、第２段落では行政評 

価委員会における評価結果の正当性を述べ、第３段落では結びとして所管課へさらなる事務 

事業の改善を求めている。 

もともと私が作成した原案では、行政評価委員会の正当性の説明が少し不足気味であった 

と考えられた。それを補うべく、坂本副委員長から①専門家や市民の独立性ある立場からの 

意見開陳、②長時間に渡るヒアリングに鋭意努めたこと、③委員間での活発な議論を重ねた 

ことの３点の指摘があり、可能な限り加えさせていただいた内容となっている。 

次に赤木委員の提案を取り入れるとして、どういう形で入れるかが問題である。 

○赤木委員 

今回の評価においては、事務事業の内容により成果指標の設定が困難なものもあったが、 

各所管課で指標設定にあたっての取り組みの度合いにばらつきが見られた。私も坂本副委員 

長が言うように、行政改革に対するプレッシャーがあるのではないかと感じていた。 

○坂本副委員長 

委員長の総括コメント原案では、行政改革に対する各課のプレッシャーが言い切れていな 

いとの感覚を持っており、報告書のどこかにその文章を入れたいと考えたが、その内容に関 

してはこれまで委員会で格別の議論をしていない。
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また、厳密に言うと、今回の評価には行政改革室に対する評価を議論の俎上に載せていな 

いので、提案理由③を評価結果総括コメントには加えにくいと思う。 

○古賀委員長 

坂本副委員長からの意見もあり、提案理由③については評価結果総括コメントに加えない 

こととし、私からの提案した評価結果総括コメント案のとおりでご異議はないか。 

○各委員 

異議なし 

○古賀委員長 

それでは、評価結果総括コメントについては、案のとおりに決定させていただく。以上で、 

「平成 19年度明石市行政評価報告書（事務事業編）」がすべてまとまった。 

今後、9 月下旬を目途にこの報告書を市長へ提出するが、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。 

○各委員 

異議なし 

２ 指定管理者制度について 

○古賀委員長 

今後、指定管理業務の評価を進めていく上で、指定管理者制度についての理解を深める観 

点から制度の概要の説明を事務局より受けたい。 

○事務局 

－資料２「公の施設の指定管理者制度に関する指針」等により説明－ 

○坂本副委員長 

契約等の形態については、従前は委託契約であったものが指定管理者制度では協定となっ 

ている。形式的には異なるが両者とも法律上の関係であり、協定も一種の契約関係である。 

よって、指定管理者の選定を入札で実施し、協定締結の段階で細かく規定していけば指定 

管理者制度を前提としなくてもよいのではないか。 

○事務局 

そういう見解も成立するが、指定管理者の指定は、地方自治法上の契約には該当しないた 

め、同法に規定する入札の対象とはならない。 

国の通知等でも指定管理者の指定は行政処分であるという解釈であり、指定管理者とは契 

約ではなく協定を締結することとなる。 

○坂本副委員長 

了解した。 

○赤木委員 

医療施設については、夜間休日急病センターと休日歯科急病センター兼障害者等歯科診療 

所の２ヶ所だけであるが、なぜ市がその事業を実施し、かつ指定管理者へ委任しなければい 

けないのか。 

○事務局 

両施設は従前から医師会・歯科医師会へ管理委託していた。地方自治法の改正により、指 

定管理者制度が創設され、制度を導入するか直営かの選択を迫られ、従前どおり両医師会に 

引き続き指定管理者になっていただいたものである。 

○赤木委員 

指定管理者制度の導入を検討するなかで、制度の導入ではなく、両施設で行っている事業
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そのものを医師会・歯科医師会へ移譲することはできなかったのか。 

○事務局 

赤木委員が指摘することも考えられるが、当時の所管部課では指定管理者制度を導入する 

ことが適切であると判断したと思う。 

○田中委員 

指定管理者が行っている業務に係る定期報告は具体的にどの程度の内容となっているのか。 

また、ミーティングはどういう内容を協議する場であるのか。 

○事務局 

施設によっては、指定管理者からかなり詳細な定期報告がなされていると聞いている。ま 

た、ミーティングは指定管理者からの相談事も含め、施設の管理運営事項について市と協議 

する場である。 

○田中委員 

所管課は実地調査を行っているが、施設の安全性についてどのような実地調査を実施して 

いるのか。 

○事務局 

市の施設における一斉安全点検時に所管課が指定管理者と一緒に実地調査をしている。 

○増田委員 

指定管理者制度を導入するかしないかの判断を検討する第三者機関などの組織はあるのか。 

また、導入効果がなければ直営管理へ戻すこともありえるのか。 

○事務局 

制度導入にあたって第三者機関はなく、基本的には「公の施設の指定管理者制度に関する 

指針」に基づき、所管課で制度導入の有無を検討し、制度導入効果が見込めるのであれば導 

入を決定することとなる。また、直営に戻す可能性も考えられる。 

○坂本副委員長 

正しいあるいは理想的なモニタリング方法といったものはあるのか。所管課が指定管理者 

へ指導・指示を出し過ぎるなど市の関与が増えれば、かえって制度本来のあり方と違ってく 

るだろう。協定に基づき指定管理者が判断し、施設の管理運営を実施するべきであると思う。 

○事務局 

理想的なモニタリング方法の確立は難しく、手探り状態のなかでモニタリングを進めてい 

るのが現状である。 

○古賀委員長 

指定管理者制度における市の関与形態は今後の課題であると考える。適切なモニタリング 

の方法は、施設によりケースバイケースとなりその確立は非常に難しいと思うが、引き続き 

取り組んでいただきたい。 

○田中委員 

市と指定管理者との間で管理業務に関する責任分担をどうしているのか。直営と変わらな 

ければ制度導入の意義が薄れると考える。その責任の度合いにより、指定管理者の評価につ 

いてもどこまで踏み込んでいくべきなのか分かりにくい。また、指定管理者への指導・指示 

はどのように行っているのか。 

○事務局 

施設の設置者としての責任は市に残っているが、指定管理業務に関しては協定書の中で責 

任分担を規定しており、双方の責任分担を明確にしている。 

また、指定管理者への指導・指示は、所管課から指定管理者の監督者を通じて行っている。
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３ 指定管理業務の評価方法について 

○古賀委員長 

ここでは、指定管理業務の評価を実施していくうえで、大変重要となる評価項目や評価基 

準などを審議していく。指定管理業務の評価方法について、事務局より説明をお願いする。 

○事務局 

－資料５「指定管理業務の評価方法について（案）」により説明－ 

○古賀委員長 

評価項目として、利用者の満足度が高いかどうかを評価する「顧客満足度」 、事業計画ど 

おりに適正に履行されているかどうかを評価する「事業達成度」 、そして、金銭面から適正 

に執行されているかどうか、さらに適正であるとして経営努力が認められるかどうかを評価 

する「収支状況」の３視点から、指定管理業務を総合的に評価する。なお、各評価項目にお 

いて一つでもＣ評価があれば、ネガティブチェックとなり、他の評価項目が優れていても総 

合評価をＣ評価とするという考え方である。 

○坂本副委員長 

まず、総合評価におけるＢ評価は、合計点が５点～７点で良いのか。仮に合計点が５点で 

あれば、各評価項目が２点・２点・１点でも５点となり、それではいずれかの評価項目がＣ 

評価となってしまい、結果的に総合評価もＣとなる。 

次に、３段階での評価でＡ・Ｂ・Ｃを決めかねる場合、従前の事務事業評価の例でいえば、 

Ｂ評価としていた。所管課からの資料が不足していればＢ評価となるが、資料があるはずで 

あるにもかかわらず、資料を出していない場合などは本来Ｃ評価とすべきであろう。この場 

合の取り扱いを委員間で確認しておきたい。 

最後に、顧客満足度の評価では利用者アンケート調査結果が大きなウェイトを占めている 

が、アンケート調査は調査者の誘導次第で思い通りの結果が出てきやすいものである。ゆえ 

に、各指定管理者が調査を実施すれば良い結果が出てくるのが当たり前で、本来は第三者が 

実施すべきであると思う。 

○事務局 

委員ご指摘のとおり、合計得点のランク分けにおいて、Ｂ評価の場合を６点～７点とした 

方がより現実に即した形であるかもしれない。 

○古賀委員長 

総合評価において、合計点が６点～７点の場合をＢ評価とすることに修正してよろしいか。 

○各委員 

異議なし 

○古賀委員長 

所管課から資料が不足している場合の評価の取り扱いについて、準備できていないあるい 

は資料が出せないことは、何らかの問題があると言えるのでＣ評価が妥当であると思うが、 

他にご意見はないか。 

○田中委員 

委員会から所管課に対し、あらかじめ指定する資料の提出を依頼したにもかかわらず、提 

出されなければそういった判断は可能であるが、そうでなければ気の毒のように思える。 

○坂本副委員長 

市と指定管理者とは指定管理業務に関して協定を結んでいるため、指定管理者側に協定に 

定める業務内容の水準を満たしていると立証する責任がある。したがって、指定管理者が立
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証できない場合の責は指定管理者側にある。 

○田中委員 

「事業達成度」の評価において、指定管理者が策定した事業計画そのものが適切であるか 

どうかまで踏み込んで評価をするのか。 

○事務局 

今回の指定管理業務評価における「事業達成度」の評価は、事業計画の内容について指定 

管理者が提案どおりに履行できているかどうかを評価する。その上で事業計画の内容を超え 

た実績が認められるのであれば、さらにプラスの評価をしていただければと考えている。 

○坂本副委員長 

今回の評価においては、事業計画自体の良し悪しは判断しないということで良いのか。ま 

た、事業計画の内容が未達成である場合、指定管理者の債務不履行ということになる。 

○事務局 

提案があった事業計画に関しては、あらかじめ所管課と指定管理者との間でその内容を詰 

め、承認している。したがって、事業計画の内容が適正に履行されているかどうかといった 

観点から評価を行っていただきたいと考えている。 

○赤木委員 

指定管理業務評価シートには、施設の設置目的などが記載されていないので、そういった 

項目を評価シートへ入れるべきである。目的が明確にならなければ、何のために指定管理者 

が業務を実施するのかが見えてこないと思う。 

○事務局 

施設の設置目的は、施設毎の設置管理条例で規定されている。今回の指定管理業務の評価 

では、その管理運営が適正になされているかどうかという観点から評価シートを作成してい 

るので、特に記載していない。 

○古賀委員長 

本来的には、そういった施設の設置目的等を評価シートへ記載するべきであると思うが、 

今回は所管課とのヒアリングの中でその目的などを確認するということで対応していただき 

たい。 

○増田委員 

だれが利用者アンケート調査を行っているのか確認したい。 

○事務局 

アンケート調査については、所管課が実施する場合と指定管理者が実施する場合の２通り 

がある。また、坂本副委員長の指摘にもあるように、指定管理者が実施する場合は回答が誘 

導される恐れもあるとも考えられる。 

よって、顧客満足度については、アンケート調査結果だけではなく、苦情・要望等の処理 

状況も含めヒアリングの中で確認するとともに、総合的に判断していただきたいと思う。 

○赤木委員 

顧客満足度の判定については、施設の利用者だけに限定して良いのか。例えば、明石駅自 

転車駐輪場はバイクの契約が一杯であり、新規契約ができない状態である。そういったこと 

から、利用者アンケートでは実際に駐輪場を使われている方の満足度は高いと思われるが、 

それ以外の新規契約をしたい方や周辺市民の意見も考慮すべきと思う。 

○事務局 

赤木委員のご指摘の場合、指定管理業務だけではなく、市としての放置自転車対策全般の 

考え方も含んだ評価を実施することとなってしまう。今回の評価ではそこまでは踏み込まな



8 

いことでご理解いただきたい。 

○赤木委員 

今回の評価では３つの評価項目のウェイトが均等であるが、評価項目間の配分に差をつけ 

るということは考えられないだろうか。 

○古賀委員長 

本来は、評価項目毎のウェイト付けが理想であるが、差をつけることも非常に難しい。今 

回の評価においてはこういった方法にならざるを得ないと考える。 

○増田委員 

坂本副委員長の指摘のうち、判断材料がない場合の評価をどう取り扱うべきか。 

○古賀委員長 

資料の提出がないとしてもヒアリングの中でそれに変わる説明を所管課に求め、判断材料 

として取り扱えばよいと考えている。要するにヒアリングを実施する意味もそこにあり、裏 

づけをとるということであると思う。 

○田中委員 

例えば、判断材料がない場合、評価基準に「判断しかねる」というランクを加えて四段階 

評価にしてはどうか。 

○古賀委員長 

一般的に評価基準に「評価困難」という項目も入れることもあるが、この評価困難を組み 

込むと評価が非常に複雑になる。今回の評価においては、できるだけ簡便に実施するという 

観点から、その都度委員会における調整を経て、弾力的に評価を実施したいと考えている。 

○増田委員 

ヒアリングにおける説明者は主にだれになるのか。 

○事務局 

主に所管課が説明し、質問にも答えると思うが、詳しい内容に関しては指定管理者に直接 

聞いていただいても結構である。 

○赤木委員 

今回の指定管理業務についても、事務事業評価のときと同様に事前質問をしたいと思う。 

○事務局 

同様に対応させていただく。 

○古賀委員長 

議論がほぼ出尽くしたと考えられるので、さきほどの案に、坂本副委員長が指摘する合計 

点が６点から７点の場合を総合評価Ｂとするように一部修正したものを評価方法とすること 

に決定したいが、ご異議はないか。 

○各委員 

異議なし 

○古賀委員長 

それでは、以上のとおり指定管理業務の評価方法を決定する。 

４ ヒアリングの進め方について 

○古賀委員長 

ヒアリングの手順については、さきほどの指定管理業務の評価方法で説明されていたとこ 

であるが、ここでは具体的な所管課とのヒアリングの進め方について、事務局より説明をお 

願いしたい。
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○事務局 

－資料６「ヒアリングの進め方について（案）」により説明－ 

○古賀委員長 

それでは、案のとおり所管課とのヒアリングを進めていくこととする。 

５ その他 

○古賀委員長 

次回から指定管理業務に関する所管課とのヒアリングが予定されているが、特に意見など 

がなければ公開で行いたい。 

○各委員 

異議なし


