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第８回明石市行政評価委員会 議事録 

１．日 時 平成 19 年 10 月３日（水） 午後 1 時 30 分～午後５時 30分 

２．場 所 市議会棟第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（土木部海岸・治水課） 

小田代課長、小田垣副課長兼海岸係長、山﨑主査 

（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 

（都市整備部公園課） 

村田公園管理担当課長、鈴木管理第１係長 

指定管理者（大蔵海岸海峡広場・大蔵海岸駐車場・大蔵海岸公園） 

㈱神戸新聞事業社明石支社：松本支社長、松尾大蔵海岸公園管理 

事務所長 

（明石駅前立体駐車場） 

ＭＨＩジェネラルサービシーズ㈱：東メンテナンスサービス部長、 

藤村施設警備課長、ビル設備サービス課中垣 

三菱重工パーキング㈱：笹川メンテナンス技術本部主管 

藤田ＭＨＩジェネラルサービシーズ・三菱重工パーキンググルー 

プ総括責任者 

（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 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〕 
(3) 評価対象業務に係る質問・回答一覧表〔資料３〕
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６．議事の内容 

１ 事前打合せ 

○古賀委員長 

前回の委員会において事務事業評価の報告書を取りまとめ、その報告書の提出は委員長の 

私に一任されていた。本日の午前中、北口市長へ「平成１９年度明石市行政評価報告書（事 

務事業編）」を提出し、評価の内容などに関して懇談を行ったので報告する。なお、市長か 

らは感謝の言葉をいただいた。 

また、市長報告に引き続き、報告書の内容についての記者発表を行ったこともあわせて報 

告する。 

２ 指定管理業務評価の所管課ヒアリング 

(1) 大蔵海岸海峡広場・大蔵海岸駐車場・大蔵海岸公園 

○海岸・治水課 

－資料１「指定管理業務評価シート」により業務の説明－ 

－同シート中の平成１７年度（前年度）の管理体制について、 「正規職員以外」を５人、「嘱 

託職員」を４人、「合計」を１０人に訂正－ 

○坂本副委員長 

指定管理者事業報告書中の緊急対応項目には、 「緊急時の連絡に一部不手際があり」と記 

載されているが、その内容と改善がどのようになされたのかを教えてほしい。 

○指定管理者 

救急車を呼んだ際、現場に急行したために市への連絡が若干遅れた事例があった。今後こ 

のような事態が生じないよう、緊急時の連絡体制を充実させるとともに、緊急対応の徹底を 

図った。 

○坂本副委員長 

広報・宣伝面で「広範囲対象の告知方法を検討したい」と記載されているが、具体的な内 

容は何か。 

○指定管理者 

催し物開催のＰＲに関しては、兵庫県内、あるいは関西圏にまで広げていく必要があると 

認識している。この点で当社は神戸新聞グループであり神戸新聞では県下全域版に、他新聞 

では近畿版までに告知を広げていきたいと考えている。 

○坂本副委員長 

一般管理費については、当初収支計画の 45％しか執行されていないが、これは収支計画 

自体が杜撰であったということになるのか。 

○指定管理者 

収支計画を立てた時点では、大蔵海岸の海水浴がオープンしていた平成 13 年時のレベル 

まで利用者数が回復するであろうと考え、飲料自動販売機を含めた自主事業収入を 840 万円 

と見込み計上していた。 

しかし、実際には売り上げが低調で 300 万円程度であったことから、収入が不足するため、 

一般管理費も含めて支出における各経費の削減を実施したということである。
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○坂本副委員長 

海水浴場の利用者数が見込んでいた数に達しなかったので、こういう状況になったのか。 

○指定管理者 

海水浴客の数が当初の利用見込み数を下回ったことも関係しているが、飲料自動販売機の 

利用頻度が以前とは全く違っていたことも原因であると思われる。 

○坂本副委員長 

自動販売機の売り上げが減ったということは理解できるが、一般管理費には仕入れに係る 

費用が含まれていたのか。 

○指定管理者 

この一般管理費には、本社スタッフ６名の人件費を除く本社と現場との連絡等に要する費 

用を計上している。 

○坂本副委員長 

指定管理業務の収支状況における評価の視点としては、 「収支計画に沿って、健全で効率 

的な財務状況や適正な執行が確保されているか」である。収支計画と実績との差が生じた主 

な原因は何か。 

○指定管理者 

自主事業収入が低調であったことに伴い、それを特定財源としていた支出も減少したこと 

が主な原因である。その理由として、当初の見込みと較べ夏期における海水浴場の利用客が 

減ったことに加え、夏期以外の期間における飲料自動販売機の利用頻度が減少したというこ 

とが考えられる。 

○増田委員 

自動販売機以外に自主事業収入はあるのか。 

○指定管理者 

海水浴場オープン期間中のシャワールームの利用料とロッカーの使用料がある。 

○増田委員 

自主事業収入は夏期期間中の海水浴場の利用状況に左右され、平成 18 年度においては見 

込みどおりにいかなかったので、その利用料収入も減少したということになるのか。 

○指定管理者 

ご指摘のとおり結果的には海水浴の利用者数の目標が高かったということになる。 

○増田委員 

自主事業については次年度から本格的に実施するのだろうと思うが、イベントに関しては 

持ち込み企画もある。大蔵海岸施設では持ち込み企画が多いと思われるが、その実績を教え 

てほしい。 

○指定管理者 

持ち込み企画の実績はまだ少なく、周知が十分でないことが原因と考えている。 

○増田委員 

大蔵海岸でイベントを実施する際、騒音などに対する周辺から苦情が出るため、同所では 

イベントがしにくいという噂があることを理解しているか。 

○指定管理者 

そういうようなことがあるという認識はもっている。なお、イベントの企画を持ち込もう 

とする方に騒音に対する周辺への配慮を理解してもらっている。もちろん自主事業を実施す 

る際も同様にしている。 

○増田委員
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ガードマンが巡回しているようだが、施設内における夜間の安全管理対策はどのようにし 

ているのか。 

○指定管理者 

夜間のガードマンによる巡回警備は、7 月・8 月の夏期は毎日、それ以外の期間は金曜 

日・土曜日に実施している。 

○坂本副委員長 

一般管理費における予算と決算に差異があるが、これについて市の所管課はどのように考 

えているのか。 

○海岸・治水課 

その財源としている飲料自動販売機等の減収に伴うもので、ある程度の差が生じているこ 

とはやむを得ないと考えている。 

○坂本副委員長 

次年度の平成 19 年度における収支計画と実績については、大きな齟齬が生じることはな 

いのか。 

○海岸・治水課 

平成 19 年度では、18 年度の実績を踏まえ、自主事業収入を見直した額を計上し、収支計 

画がたてられている。 

○赤木委員 

収支状況では第三者委託比率が 50％を超えている。この数値だけを見るのであれば、再 

委託している業務が主でそれ以外の業務が従となり、現在の指定管理者がこの施設の管理運 

営業務を行うことが適切なのかどうか疑問が生じる。また、バーベキューによる営業収入は 

どこに計上しているのか。 

○海岸・治水課 

どのような種類の業者が指定管理者になるかといったことにより、指定管理者が第三者へ 

委託する業務の内容が変わってくる。現在の指定管理者であれば、警備業務や清掃業務など 

は第三者委託とならざるをえないと考える。 

バーベキューサイトは指定管理業務に含めていないが、制度移行の初年度は施設の管理運 

営業務と一体とする方が適当であるといった理由から、市は同一業者に使用許可をしている。 

市は指定管理者から使用料を徴収し、バーベキューサイトでの営業収入は指定管理者の収入 

となる。なお、その収入は指定管理業務とは別会計で処理しており、指定管理業務の収支に 

は計上されていない。 

○田中委員 

当初の収支計画と比較して自主事業収入の実績が減少しているため、財源が不足している 

にもかかわらず、事業収支を均衡させているのは、不足分を指定管理者が自らある程度持ち 

出し、一般管理費で調整しているということなのか。こういった事業では、収支が均衡する 

ことは通常ないように思う。 

○指定管理者 

収入の不足分については、支出の一般管理費で調整させていただいているので、実質的に 

はある程度当社の費用を持ち出ししているともいえる。 

○田中委員 

そういった調整をしてまで指定管理者として業務を実施するメリットは、こういったこと 

を通じて社会に貢献したいということなのか。 

○指定管理者
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当社は、大蔵海岸施設の管理運営は指定管理者の業務として初めてであり、今後同種の事 

業展開を進めていく上で、この事業における経験やノウハウなどがこれからの会社の財産に 

なると考えている。なお、広告・宣伝などは当初計画以上に行っているということもご理解 

願いたい。 

○田中委員 

結果として、社内では収支がマイナスとなっている部分もあるということなのか。 

○指定管理者 

そういった部分は先ほど説明した理由もあり、企業努力として処理している。 

○古賀委員長 

催物のアンケート調査結果が、他の職員の対応や園内環境などの調査項目と比べ満足度が 

相対的に低くなっているが、この理由を教えてほしい。また、そういった点を改善するため 

の方法を指定管理者として検討しているのか。 

○指定管理者 

ご指摘のとおり催物に係るアンケート調査結果の満足度は高いとはいえない。催物が一過 

性のものとなってしまう傾向があることなどにより、利用者から高い評価をいただけなかっ 

たのではないかと思う。 

また、催物について、広報・宣伝や自主事業を充実させるため、今後は関連する費用を平 

成 18 年度よりも上積していきたいと考えている。 

○坂本副委員長 

施設の管理運営をするために指定管理者が選ばれたにもかかわらず、バーベキューサイト 

だけは指定管理業務以外の業務となっており、不自然な印象が残る。指定管理業務に含めら 

れなかったのか。 

○海岸・治水課 

バーベキューサイトなどは市としても使用料を徴収できるため、収益を生む施設として考 

え、指定管理業務から切り離した形をとった。なお、その運営について、指定管理者との調 

整も必要となることから、指定管理者制度移行の初年度は施設の管理運営業務と一体とする 

方が適当ではないかといった理由により、指定管理者に営業させる現行の方法とした。 

○坂本副委員長 

例えば現指定管理者以外の方がバーベキューサイトを貸して欲しいといってきた場合、ど 

のような対応をするのか。現行のやり方では、指定管理者に便益を与えているというような 

意味にもとれる。結果的に指定管理者がバーベキューサイトをずっと借り続けることになる 

のではないかと思う。 

○海岸・治水課 

バーベキューサイトの運営を他の業者が全く出来ないとは考えていない。一年目の運営は 

指定管理者が施設の管理運営業務と一緒にする方が適当ではないかと考え、現行のやり方と 

したが、今後、場合によっては指定管理者を同サイトの占用者から外すことも選択肢として 

はありえると思う。 

(2) 明石駅前立体駐車場 

○放置自転車対策課 

－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
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指定管理者の事業報告書における収支状況について、支出項目のうち「その他経費」が支 

出合計の３割以上を占めているにもかかわらず、その内訳が不明確である。例えば他の支出 

項目のうち「公租公課費」は数万円程度であるのにきちんと項目として計上されている。そ 

れより遥かに大きい金額となっている「その他経費」の内訳の説明を求めたい。 

この委員会における評価基準では、収支状況を「収支計画に沿って、健全で効率的な財務 

状況や適正な執行が確保されているか」でチェックしようするものであり、使途が不明確な 

多額の「その他経費」を計上した報告書を委員会へ提出するのは不適切である。 

○指定管理者 

その他経費には、管理費、旅費交通費や通信運搬費などを含んでおり、金額の最も大きい 

ものが管理費で 452 万 47 円である。なお、詳細の内訳書は手元にあるので、項目は多いが 

説明できる。 

○古賀委員長 

管理費が約 450 万円であるとすれば大きな金額であり、独立した支出項目を設定し計上す 

るべきであったと思う。 

○田中委員 

指定管理者は企業会計と同じ費目を使うはずであり、企業会計の原則によった費目で会計 

処理を行っているのであれば、雑費項目はできるだけ使わないため、よほどのことがない限 

り「その他経費」にこれだけの金額は生じないと思う。 

○指定管理者 

日常清掃が約 160 万円、駐車場機器保守点検が 90 万、エレベーター保守点検が約 58 万円 

で、これらの経費も「その他経費」に含まれている。 

○田中委員 

それらは業務委託料と考えられる。 

○指定管理者 

委託料として計上している約 766 万円は、㈳明石市シルバー人材センターからの派遣職員 

などの費用である。 「その他経費」の内訳について、詳細な資料を提出させていただきたい。 

○田中委員 

事業収支が均衡し、収支差がゼロになっている理由は何か。どこかで調整しているのか。 

○放置自転車対策課 

指定管理者の業務上の会計では、修繕費を除き指定管理料の範囲内で業務を実施すること 

から請負のような形式となっている。よって、業務実施後の利益に相当する金額については、 

指定管理者の本社人件費や通信費等の経費に充当し、最終的に請負と同様の考え方で処理す 

るよう指示した。 

なお、当課へ提出された資料のままでは詳細が不明確であるため、指定管理者へ収支内訳 

書を再提出させたが、手違いで従前のままの資料が委員会へ提出されている。今、指定管理 

者は、再提出した収支内訳書が委員会へ提出されているという前提で説明しており、質疑応 

答がかみ合わなかった。後ほどその資料を提出したい。 

○坂本副委員長 

事業報告書上、緊急時対応について指定管理者による自己分析で達成度が 70％となって 

いる理由は何か。 

○指定管理者 

緊急時連絡体制は構築できているが、危機管理マニュアルの作成に関しては必ずしも 

100％の満足を得られる内容のものができていないという意味である。
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○放置自転車対策課 

－資料「明石駅前立体駐車場Ｈ１８年度収支表」を提出－ 

○赤木委員 

収支状況における事業収支についての項目で、委託料が当初の計画と較べて実績が増えて 

いる理由は何か。 

○指定管理者 

夜間勤務体制において、1シフトを増やしたことにより委託料が増えた。 

○坂本副委員長 

さきほど配布された資料を見たが、指定管理者から従前の収支状況の報告資料が提出され 

た際、資料の再提出を指示したことは適切であったと思う。 

○放置自転車対策課 

平成 17 年度に指定管理者を公募した時に、収支状況に関して標準的な様式を市から提示 

していたため、指定管理者もその様式に合わせようとしたようである。その様式にはこだわ 

らず、収支について詳細が分かるように改めさせ、報告書を再提出させたという経緯がある。 

○田中委員 

管理費において当初計画では約 350 万円を計上していたが、実績では約 450 万円となった 

ということは、指定管理者が努力した結果として、事実上約 100 万円の収支差が生じたとい 

うことになるのか。 

○指定管理者 

ご指摘のとおりである。 

○増田委員 

駐車場の回転率を増やさないと収入が増えない。周辺の民間駐車場との競合はあるが、収 

入増に向けての工夫をしているのか。 

○放置自転車対策課 

当施設は公的な駐車場であり、あまり民間駐車場の経営を圧迫することはしにくい面があ 

る。そういった状況を踏まえながら、利用しやすくかつ適正な利用料金などの導入を検討し 

ていきたい。 

(3) 明石駅自転車駐車場・西明石駅自転車駐車場 

○古賀委員長 

指定管理者及び所管課が同じであるため、明石駅自転車駐車場・西明石駅自転車駐車場に 

ついては同時にヒアリングを行うこととする。 

○放置自転車対策課 

－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 

明石駅自転車駐車場の事業報告書中、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」と記載されているが、その意味は何か。 

○指定管理者 

例えば、当初の計画において、現場の職員に㈳明石市シルバー人材センターからの派遣者 

をあてることを予定していた関係上、その職員の制服の購入費を人件費に計上していた。そ 

ういった経費については、人件費に計上するより福利厚生費に計上する方が適当であると考
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えたので、実績では福利厚生費に計上したためにそのような内容を記載した次第である。 

○坂本副委員長 

明石駅自転車駐車場・西明石駅自転車駐車場の両施設とも支出において、当初の計画には 

計上されていなかった管理経費の実績があるのはなぜか。 

○指定管理者 

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、「管理経 

費」の項目を別途設けていなかった。したがって、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。なお、実際に業務を実施した結果、経費節減ができたその差額を管理経費 

として計上できるだろうと考えたので、実績では計上させていただいた。 

○坂本副委員長 

このような取り扱いが行われていることに対して、所管課はどのように考えているのか。 

○放置自転車対策課 

指定管理者を募集する際、収支計画のサンプルとして、当時、外郭団体へ業務委託してい 

た資料を提示していたので、利益に相当する金額が無いものとなっていた。結果的に利益を 

出してはいけないとの認識を与えてしまったようだ。次回の募集にはそのあたりを配慮して 

いきたいと考えている。 

○古賀委員長 

光熱水費や委託料で大幅に経費を節減しているが、これは節減に努力した結果なのか。そ 

れとも当初の収支計画を甘く見ていたからなのか。 

○指定管理者 

光熱水費について、例えば、明石駅自転車駐車場では、明るい日には窓側の電灯を消すな 

ど節約に努めた。また、委託料に関しては、委託業務の内容の全てについて業者と交渉し、 

委託金額を抑えることに努めた。 

○古賀委員長 

明石駅自転車駐車場について、アンケート調査結果における施設の使いやすさの満足度が 

低いのはなぜなのか。また、それを改善するための方策はどういったものが考えられるのか。 

○指定管理者 

利用者からの主な苦情は、施設の３階部分に対する不便さに集中している。３階へ上がる 

にはスロープを利用するため子供や女性には使いづらく、また、暑い・風が通らないなど施 

設の構造上の問題が、施設の使いやすさの満足度を低くしている理由として考えられる。 

構造上の問題を解決するのは無理だが、例えば暑さ対策についてはエアコンの設置が考え 

られる。しかし、費用がかかり過ぎるため、現実的には窓を全開することにより対応するし 

かない。 

○古賀委員長 

利用者にはある程度我慢していただくしかないということになってしまうが、所管課とし 

てはどのように考えているのか。 

○放置自転車対策課 

施設の改善などについては将来的な課題であると認識している。 

○坂本副委員長 

収支状況における実績欄では収入と支出の合計額が合致しており、利益のようなものが出 

てきていない。そして、総合評価における指定管理者自己評価欄には、収支状況に計上され 

ているもの以外に経費がかかっているといったコメントが記載されており、収入と支出の合 

計額が一致していることと矛盾が生じている。そのため、収支状況において実態を表してい



9 

ないとも解釈できる。こういう状態を見込み違いということで所管課としてはしかたがない 

と考えているのか。 

○放置自転車対策課 

収支計画において、利益を反映していないという状態が確かにある。指定管理者の応募時 

においても、企業の利益を反映していない内容のものが何社かあったが、応募者の中には指 

定管理者としての実績づくりなどいろいろな思いを持って応募してきていたと考えられる。 

所管課としては、指定管理者候補者の選定時に施設の管理経費や事業計画の提案内容を踏ま 

え、総合的な判断が行われたと思っている。次回の指定管理者公募時には、収支計画に利益 

が計上されていない点も含めて、しっかりと提案内容などを吟味していきたい。 

また、管理経費といった、例えば本社経費を支出項目に計上すべきかどうかという難しい 

問題があり、管理経費として取り扱う範囲を指定管理者に任せている部分もあった。ただし、 

先程の明石駅前立体駐車場であったように、その他経費など内訳が不明確な場合は、所管課 

として改善するよう指定管理者を指導している。なお、もともと利益が少ない中で、指定管 

理者としてよく頑張っているという印象を持っている。 

○坂本副委員長 

事業収支において、収入と支出の合計額が合致するのは所管課が指定管理者をそのように 

なるよう指導したからではないのか。 

○放置自転車対策課 

収支の合計額が合致しなかったとすると、指定管理料で余った額をどのように取り扱えば 

良いのかということになる。 

○坂本副委員長 

収入に対し支出が多い場合は、指定管理者が負担したということになり、こういった状況 

は適切ではないということで指導をしたのでないか。 

○放置自転車対策課 

それは最初に精算払いにするか、請負にするかという違いから生じてくると考える。例え 

ば 3,000 万円で業務を実施させる、損すれば指定管理者が負担し、余れば指定管理者の利益 

となろう。 

○坂本副委員長 

指定管理者制度は実質的に請負であり、儲けが多くても良いのではないかと思う。 

○放置自転車対策課 

実質的には請負であるが、指定管理者候補者の選定段階において、あまりに多く儲かるこ 

とを提案すれば他の会社に負けてしまう。指定管理者はそういったことを考慮して事業報告 

書を提出してきたと理解している。 

○坂本副委員長 

所管課が収支の合計額を合わせるように指導しているのならば、このような指定管理者の 

コメントは収支状況にふさわしくないと是正するよう指導すべきであったのではないかと考 

える。 

評価にあたっては、抽象的な内容を提示してもらっても参考とはならないので、実質的な 

数値を指定管理者から提示してもらいたい。 

○放置自転車対策課 

例えば工事費の積算などでは直接工事費の積算を行い、その直接工事費に対し一定の割合 

で一般管理費を加算計上するというような基準を国や県が決めている。指定管理料の積算に 

おいても、工事費の積算と同様に直接工事費の何％という方法で、管理経費の標準額を決定
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するのも一つの方法ではなかろうかと考えている。 

○古賀委員長 

基準がないよりある方が、積算においてその根拠が明確となると思う。 

○田中委員 

当初締結した協定書では、修繕費を除き指定管理料については渡し切りで精算しないこと 

となっており、指定管理者はその範囲内で業務を実施すればよい。したがって、収支の差額 

が生じたからといって別に精算する必要もないので、実質の金額を収支計画・実績とも計上 

するべきである。あえて収支の欄にゼロを計上することはない。 

収支状況をみていると、例えば明石駅自転車駐車場における管理経費の項目には当初計上 

されておらず、実績で約 270 万円が計上されていることは、さきほどの説明では利益に相当 

すると思う。しかし、それに対する執行状況分析が「計画通り」となっていては、当初計画 

時からこの金額相当分が利益として見込んでいたと言われても否定できないと思う。 

所管課としては、どのようにチェックしたのかといったことも問われる。次年度以降をど 

のように取り扱うべきと思うか。 

○放置自転車対策課 

委員のご指摘のとおり、今後はそういったことを反映させていきたいが、収支計画につい 

ては、指定管理者の募集の際に３年間の提案をまとめて受けているといった状況がある。 

○坂本副委員長 

例えば領収書などの確認など事業収支のチェックはどの程度実施しているのか。 

○放置自転車対策課 

協定上はできることになっているが、実際に領収書等のチェックまでは実施していない。 

○赤木委員 

経営指標の中で利用者当たりコストの記載があるが、自転車駐車場の利用形態は定期利用 

などさまざまであり、単純な利用者一人当たりのコストでは指標として意味がない。指標と 

してデータを出すのであれば、台数あたりで算出することが適切であるので、次回報告時か 

らは改めるべきである。 

○指定管理者 

たまたま事業報告書の様式がそのような表記となっていたので、同じように記載しただけ 

であり、自転車の利用台数については集計をしているので、台数あたりのコストを算出する 

ことは可能である。 

○赤木委員 

委託料の内容について説明して欲しい。 

○指定管理者 

月に一回の設備点検や年に二回の消防点検、あるいは定期清掃などの業務委託である。明 

石駅自転車駐車場ではバイコレーター（自転車バイク搬送コンベア）や券売機のリース料も 

含めている。 

○増田委員 

駐車料金がワンコインになったのはいつからか。また、その影響により利用者数に変化は 

見られるのか。 

○放置自転車対策課 

昨年の 11月からで、利用者数は増えている。 

○増田委員 

駐車料金収入は指定管理者の収入にはならないのか。
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○放置自転車対策課 

駐車料金は指定管理者の収入とはならない。 

○増田委員 

利用者数が増えればそれだけ人件費もかかってくると思うが。 

○指定管理者 

現場サイドとしては、利用者が増えればその分人員を増やしたいというのが本音ではある 

が、現状ではなんとか対応しているところである。 

○古賀委員長 

この施設の指定管理者だけの問題ではないが、指定管理者の事業収支の中味が不透明であ 

る。実態が明らかにならないと評価ができない。 

○田中委員 

指定管理者については、管理運営業務に係る収支を管理しているが、市についても指導監 

督などの管理経費がかかっていると思うが、そういった費用を市として計算しているのか。 

○放置自転車対策課 

この施設に対する指定管理料を計上している事務事業は一般会計であるため、市職員の人 

件費はこの事業で予算措置されていない。また、消耗品費など事務費も事業全体で予算措置 

されているので、この指定管理者への指導監督に係る経費として別途計算はしていない。 

３ 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。 

(1) 大蔵海岸海峡広場・大蔵海岸駐車場・大蔵海岸公園 

○増田委員 

顧客満足度に関しては、アンケート等の内容から客観的な判断を行うのは難しいが、施設 

を利用する立場からの意見として、広大な施設にもかかわらず清掃が行き届いており、また、 

犬の散歩等への指導もしている状況が見られる。満足度はふつうでありＢ評価とした。 

事業達成度に関しては、平成 18 年度が初年度でもあり積極的な自主事業の展開は次年度 

以降で、そのときに充実したものとなっていくのではないかと考えている。海水浴場の来客 

数も以前と較べて減っているが、全体として事業計画に定める水準を満たしていないとまで 

はいえず、Ｂ評価とした。 

収支状況についても特に指摘すべき点は見当たらず、適正に執行されていると認められた 

ので、Ｂ評価とした。 

○田中委員 

顧客満足度は、利用者アンケートの回答数が 100 人前後であり、サンプル数としては十分 

であるとはいえないが、満足度は高い低いどちらともいえないので、Ｂ評価とした。 

事業達成度では、事業報告書中の達成度分析を読む限りでは概ね管理運営が当初の計画ど 

おり実施できているようであったので、Ｂ評価とした。 

収支状況をＢ評価とした。当初計画で約 670 万円を見込んでいた管理経費に対する実績額 

が約 370 万円に減額となっており、指定管理者がその減額相当額を自ら持ち出しているが、
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自主事業収入が減少した分と相殺していると理解した。 

○赤木委員 

顧客満足度は、催物についての利用者アンケート調査結果が普通であり、全体としては高 

い低いどちらともいえないとの結果が出ているため、Ｂ評価とした。 

事業達成度は、海水浴客について当初８万名を見込んでいたが、結果としては約４万７千 

名に止まっていることを除くと、ほぼ当初の計画どおり実施されていると考えられたため、 

Ｂ評価とした。 

収支状況に関しては、収支計画と実施状況のバランスがとれていないので、Ｃ評価とした。 

なお、指定管理者を指導監督する所管課にも責任があるのではないかと思う。また、第三者 

委託比率が 50％を超えていることから、そういった業務ができる業者とジョイントを組む 

とか、逆に第三者へ委託している業務を主として実施できる業者が指定管理者として適当で 

あったのかとも思う。 

○坂本副委員長 

この時期に指定管理者自体の評価をすることは、良い意味で、指定管理者に対して緊張感 

を与える効果があると考えている。海水浴客が当初の見込み数を割り込んだことなどもあり、 

評価項目のすべてに対してＢ評価とした。ただし、収支状況については、収支計画に沿って 

実行することが基本であり、収支計画と実績との間に乖離があったようにも思える。 

○古賀委員長 

顧客満足度は、アンケート調査結果によれば全体的な満足度が 70％前後で、高い評価で 

はないかと考え、Ａ評価とした。事業達成度は、特に評価すべき点もなく、可もなく不可も 

なくといったところでＢ評価とする。収支状況についてはＡ評価としていたが、Ｂ評価に訂 

正させていただく。 

各委員の評価を見るとあまり問題となりそうな点はないと思われる。顧客満足度について 

は、増田委員は利用者として自分の感覚からの評価として、他の委員は利用者アンケート調 

査結果を全体的に見て、Ｂ評価に集約できると思う。また、事業達成度は全員がＢ評価とし 

ている。 

ただし、収支状況に関しては、赤木委員だけが当初の収支計画の設定自体に問題があるの 

ではとの理由でＣ評価であるとされているが、これはおそらく他の施設にも共通している状 

況と考えられるので、決定的な理由にはなりにくいという観点からＢ評価とすることはどう 

だろうか。 

○赤木委員 

指定管理者の経費節減努力は認められるものの、このような収支状況のバランスがとれて 

いないことは適当ではないと思う。きちんとした収支計画に沿って実施することが基本とな 

るのであれば、この指定管理業務にＢ評価を与えるのは評価基準からして適切ではないと思 

う。また、利益を出してもかまわないという仕組みを認めておかないと、結果的に指定管理 

者はいろんな形で事業収支を細工するかもしれない。 

○古賀委員長 

指定管理者の候補者を選定する段階である程度収支計画を認めている。その上でどれだけ 

効率的にやるかということが指定管理者の仕事であり、利益が出たのであればその努力を認 

めても良いと思う。 

○坂本副委員長 

この制度には請負的な要素がある。請負であればこういった報告は求められないが、指定 

管理者は報告する必要がある。公に係る業務という性質でもあろうが、制度としてすっきり
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しない印象がある。 

○古賀委員長 

指定管理者が予算の範囲内で指定管理料を使うのは自由であるが、その使途については、 

一年間の実施状況としてやはり報告する義務がある。 

○赤木委員 

３年後には指定管理者の再度の募集があり、そういう意味では市としてサービスを落とさ 

ず、どれぐらいのコストでその業務を実施できるのか、把握しておかないといけない。 

よって、今回の評価結果が良い方向に反映されるべきであり、指定管理料は我々の税金が 

使われていることであるから、なおさらコストを把握しておかないといけない。 

○古賀委員長 

赤木委員が指摘するように厳しい眼で見ていく姿勢は尊重したい。ただし、制度自体がま 

だ導入後２年目であり、不十分な面もあるかと思うがその都度見直ししていけば良い。 

○坂本副委員長 

私は赤木委員のお考えに同調したい。この際、委員会として指定管理者や市に対し強い 

メッセージを出すべきだと考える。 

○古賀委員長 

これでＣ評価が２人でＢ評価が３人となった。Ｃ評価を支持される委員はその評価の理由 

について、どのようにお考えか。 

○坂本副委員長 

Ｃ評価の理由は収支計画と実績の乖離があり、収支計画自体が体をなしていなかった。 

○古賀委員長 

例えば支出の合計額の実績が収支計画と比較して減っていれば経費節減の努力によるもの 

という考え方もある。また、自動販売機の売り上げ収入の減などは、現実的にはなかなか予 

想はできないとも思う。 

○増田委員 

大蔵海岸施設を指定管理者が管理運営することで、賑わいや広報・ＰＲの充実を期待して 

いたが、実際には維持管理面で精一杯だったようだ。しかも海水浴客が約４万７千人に止ま 

り、さらに自動販売機による収入も減少していることから、指定管理者としてあまり何もで 

きなかったのではないだろうかと思われる。 

また、自主事業費の当初計画ではわずかに約 300 万円が計上されているばかりであり、こ 

の程度の費用で妥当であったのか、とも思う。 

○田中委員 

指定管理業務評価の判定シートには、収支状況におけるチェックポイントの例示がある。 

収支計画と実績に乖離はないか。乖離しているとは認められるが、経験上、こういった事 

業では初年度はほとんど計画どおりにいかないもの。この程度であれば範囲内であると思え 

る。

収支のバランスは取れているか。一般管理費が利益部分であればバランスはとれている。 

使用料収入がある場合、収入増のための工夫をしているか。収入増のため広報の充実など工 

夫を実施していると思う。経費節減に努めるなど経営努力をしているか。指定管理者自らの 

取り分が増えるので経費節減をするのが通常である。 

それ以外の会計帳簿類が備え付けられ、適正に執行・管理されているか、などのように判 

定不能なチェックポイントも多い。 

○古賀委員長
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我々委員は与えられたデータの範囲内で評価していくしかない。厳しく見ていくことも必 

要ではあるが、決定的に、できていないということを指摘できるだろうか。 

○坂本副委員長 

指定管理業務の判定シートのチェックポイントに、「適正な収支計画が立てられたか」と 

いう項目が必要であり、その点が不十分だと指摘している。 

○田中委員 

収支計画自体については市の承認を得ているので、当委員会では収支計画の内容そのもの 

に関しては議論しないということに、前回の委員会で決議した。 

○古賀委員長 

ヒアリングの中で明らかに問題があると指摘できればＣ評価とすることが適当であるが、 

それ以外はＢ評価とし、さらに評価できる点が認められれば、それ以上の評価を与えること 

が適当だろう。 

○赤木委員 

収支状況の判定においてＣ評価となれば改善指導が必要となるが、Ｂ評価であれば所管か 

は指定管理者に対して何も指導しない可能性がある。 

○古賀委員長 

意見がまとまらないので多数決を採りたいと思う。 

○委員 

－Ｂ評価に３名が挙手し、Ｃ評価に２名が挙手する－ 

○古賀委員長 

以上により、委員会の評価としては顧客満足度をＢ評価、事業達成度をＢ評価、収支状況 

をＢ評価とする。したがって、総合評価はＢ評価となる。 

それぞれの理由を整理すると、顧客満足度については、利用者アンケート調査結果におけ 

る催物の満足度が他の項目と比較して低い。しかし、全体でみると高い・低いどちらともい 

えない結果となっている。また、利用者からの要望・苦情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かった。 

次に、事業達成度では、運営業務、維持管理業務及び自主事業などが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が、水準を上回って 

いるとまではいえない。 

最後の収支状況に関しても、当初の収支計画と実績との比較において大きな差も見られず、 

また、積極的に改善指導等が必要とまではいえないことから、適正に執行されていると認め 

られる。 

なお、増田委員の指摘があったように、海水浴場の利用者数が伸び悩んでいることから、 

今後は利用者数の増に向けて広報活動や集客イベントの充実などに努められることを附帯意 

見としたい。 

○全委員 

異議なし 

○事務局 

来年１月を目途に会計帳簿等のチェック等を含め、市の監査委員が指定管理業務を監査す 

する予定であるので、ご参考までにご報告させていただく。 

○田中委員 

具体的にどのような改善指導が考えられるのか。 

○古賀委員長
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これまでヒアリングを終えた各施設の事業報告書を見る中で、例えば、収支状況において、 

支出合計額の多くを占めているその他経費に計上されている額の内訳を明確にしてもらうこ 

とや当初計画では管理経費が計上されていなかったにも関わらず、実績の金額が計上されて 

いる事例などの不透明さを是正するよう求めることが考えられる。 

また、委員会の評価にあたっては、与えられた範囲内のデータや情報から評価を実施する 

ことが適当だと思う。したがって、明らかに問題があると直ちに指摘できる以外は問題ない 

との判断にならざるを得ないと思う。 

すべての施設のヒアリングを終えた後、最後に評価結果を検証し、評価のバランスを取る 

など評価の見直しも検討したい。 

(2) 明石駅前立体駐車場 

○増田委員 

顧客満足度は特に問題がなくＢ評価とした。事業達成度も管理運営業務などの内容に問題 

はないと考え、Ｂ評価とした。収支状況に関しても、委員会からの指摘がなければ収支状況 

の資料を差替えるつもりがあったのかどうか疑わしいが、差し替え後の内容については問題 

がなくＢ評価とした。 

○田中委員 

顧客満足度は、利用者アンケート調査の回答数が 46 と少なく、その結果の評価は困難で 

あるが、そういったことを踏まえて普通程度であろうと判断し、Ｂ評価とした。また、事業 

達成度は、管理運営業務などが当初の計画どおり実施できていると思うので、Ｂ評価とした。 

収支状況に関しては、資料の差し替えがあったが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などからほぼ達成できているのでＢ評価とした。 

事業達成度では、駐車場運営という限定された業務であるが、一応当初の計画どおり実施し 

ていると考え、Ｂ評価とした。 

問題は収支状況であり、事業報告書ではシルバー人材センターから派遣されている職員の 

経費を委託料に計上し、差し替え後の収支表では人件費に計上している。同じ支出内容のも 

のは同じ項目で整理するなど取り扱いを統一した方が良いと思った。支出項目を内容に応じ 

てきちんと整理するべきであることから改善が必要と感じたため、Ｃ評価とした。 

○坂本副委員長 

すべての評価項目をＢ判定としていたが、収支状況についての評価をＢ評価からＣ評価へ 

変更する。資料の差し替えはあったが、当初の事業報告書の提出にあたって、初めからきち 

んとした内容のものを出すべきである 

○古賀委員長 

顧客満足度については、利用者アンケート調査結果により得られたデータから判断して、 

全体的な満足度が７０％程度あり、利用者の満足度は高いと認められたため、Ａ評価とした。 

事業達成度では、維持管理業務などは当初計画どおり実施されていると認められるが、期 

待以上の実績が窺える内容がなく、Ｂ評価とした。 

収支状況において、その他経費には間接経費や利益などが入り混じっており、説明を聞い 

ていても透明性が高いとは認められず、内訳を明確するなどの改善が必要と思い、Ｃ評価と 

したい。 

なお、各委員の意見を集約すると顧客満足度はＢ評価が４人であり、私自身もＢ評価とす
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ることにやぶさかではない。事業達成度に関しても全委員がＢ評価でまとまっている。収支 

状況について、判断が分かれているので議論したい。 

○田中委員 

所管課が当初どのように指定管理者を指導していたのか不明であるが、収支内訳書の差し 

替えがあったものの、市から例示された事業報告書の様式における項目が決まった形である 

と認識し、その様式の項目に囚われてしまったではないかと感じている。 

また、指定管理者としては、当初から詳細な収支内訳をもっていたのではないかとも思う 

が、その他経費において利益も含め内訳が不明確な資料を提出したのは不適切であったので、 

Ｃ評価でもかまわない。 

なお、管理費や利益など収支に関する取り扱いは、次回の指定管理者の選定にあたっての 

基準ともなりかねないので、この部分は明確にしておくべきで、他の業務も含めてコメント 

を付加することで対応しても良いと思う 

○坂本副委員長 

詳細な資料はもっていたと思うが、委員会へ報告する意味などをあまり考えずに報告して 

きたことは、適切であったとはいえない。ここは委員会として強くメッセージを出すべきで 

ある。 

○増田委員 

積極的にＢ評価とするべき理由もない。事業報告書の記載方法など指定管理者の事業に対 

する姿勢も問われる。 

○古賀委員長 

指定管理者だけの問題ではなく、所管課の指導にも問題があるかもしれない。田中委員及 

び増田委員がＣ評価でも納得できるようなので決定したい。収支状況に関しては、内訳資料 

の追加提出があったものの、当初委員会へ提出されていた指定管理者事業報告書の事業収支 

において、支出合計のかなりの部分を占めている「その他経費」の内訳が不明確であったこ 

とから、支出内容に応じた項目を設定すべきであった。よって、改善指導等が必要であるの 

でＣ評価とする。 

顧客満足度は、利用者アンケート調査結果では満足度が高い・低いどちらともいえず、ま 

た、利用者からの要望・苦情等への対応などについても特に優れている点は認められなかっ 

たので、利用者の満足度はふつうであり、Ｂ評価とする。 

最後の事業達成度については、管理運営業務など特に問題とすべき点は見当たらなかった 

ので、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 

られた。しかし、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。 

これにより総合評価はＣ評価となるが、委員会としての評価をこのようにとりまとめるこ 

とにご異議はないか。なお、利用者台数と較べて利用者アンケート調査の回答数が少ないと 

考えられので、回答数を増やす努力が必要であることを附帯意見としたい。 

○全委員 

異議なし 

(3) 明石駅自転車駐車場 

○増田委員 

顧客満足度に関して改善の余地はあると思うが、明石駅自転車駐車場の施設としての構造 

的な問題もあり仕方がない面もあると考え、Ｂ評価とした。
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事業達成度では、利用者数が増えていることから運営業務自体を頑張っていると評価し、 

判定をＡとした。また、西明石駅自転車駐車場との比較からもＡ評価で良いと思う。 

収支状況も、事業収支における当初の収支計画欄がブランクであったにもかかわらず、実 

績欄には支出が計上されているなどの指摘もあったが、全体としては経費の節減に努めてい 

ると考え、Ａ評価とした。 

○田中委員 

顧客満足度は、利用者アンケート調査回答数自体が少ないので判断が困難であるが、普通 

なのだろうと考え、Ｂ評価とした。 

事業達成度については、達成度分析の内容を詳しく聞いていないが、運営業務などに対し 

て社員は前向きに実施していると思ったが、事業計画に定める水準を上回っているとまでは 

いえないので、Ｂ評価とした。 

収支状況に関してはＢ評価からＣ評価に改めさせていただきたい。管理経費の項目に利益 

を含めているように思えたが、事業報告書の収支状況ではその利益が表に出てきていない。 

○赤木委員 

顧客満足度は、利用者アンケートの回答数が少ないのでＣ評価としていたが、Ｂ評価へ変 

更する。事業達成度では、管理運営業務などが通常どおり実施できておりＢ評価とした。収 

支状況の全体としては、ある程度努力はしていると判断しＢ評価としているが、当初の収支 

計画における管理経費欄を空白としているのが理解できない。また、一台あたりのコストで 

経営指標を出すべきであろうと考える。総合評価もＣ評価からＢ評価へ変更となる。 

○坂本副委員長 

顧客満足度・事業達成度ともＢ評価としたが、事業報告書中の総合評価における指定管理 

者自己評価が収支状況に計上している数字は実態とは違っていると白状しているようなもの 

であり、また、管理経費の収支計画欄が空白であることから、この事業報告書のあり方とし 

て適切ではないと考えられたため、収支状況についてはＣ評価とした。 

○古賀委員長 

顧客満足度については全体的に高くないと考え、Ｂ評価とした。事業達成度は、管理運営 

業務などに関してヒアリングから得られた情報で判断する限りでは成果を上げているような 

印象をもったのでＡ評価としたが、決定的にＡ評価という訳ではない。Ｂ評価と言われれば 

そのような見方もできる。積極的にＡ評価とする理由は乏しいかもしれない。 

収支状況をＢ評価からＣ評価へ変更したい。先ほどの施設における評価との整合性もあり、 

また、管理経費の不明確さの問題もある。よって、総合評価はＣ評価となる。 

○増田委員 

収支における数字の裏にある事情をコメント欄に記載した不適切な事業報告書を委員会へ 

提出しているにもかかわらず、 「指定管理者は業務を良くやっている」との所管課の意見と 

の間に矛盾を感じた。 

○古賀委員長 

所管課で事業報告書が認められたからそれで良いとするのではなく、まずは指定管理者自 

身が責任を持って報告書などの資料の作成をしっかりとするべきであろう。 

それでは委員会としての評価をまとめたい。顧客満足度については、利用者アンケート調 

査結果からして満足度が高い・低いどちらともいえないことから、利用者の満足度はふつう 

と認められるので、Ｂ評価とする。 

事業達成度も運営業務などについて、特に指摘すべき事項は見受けられず当初の計画どお 

り実施されていることが認められ、事業計画に定める水準を満たしているものの、水準を上
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回っているとまではいえないので、Ｂ評価とする。 

次に、収支状況に関して、収入と支出の合計額が一致し、収支が均衡している状態は、現 

実には起こりにくい。事業収支の剰余金を収支の項目に計上せずに、「管理経費」の項目に 

剰余金を計上しているのではないかと考えられることから、事業収支が不明確で、適正な会 

計の執行ができているか疑問が残る。 

よってＣ評価とし、実際の支出額を適切な支出項目に応じて整理するとともに、事業収支 

において剰余金が生じた場合は管理経費で調整するのではなく、「収支」の項目へ計上し、 

その事業収支を明らかにするよう指定管理者へ改善を望みたい。 

○全委員 

異議なし 

(4) 西明石駅自転車駐車場 

○増田委員 

先ほど評価した明石駅自転車駐車場と同じように判断すると収支状況はＣ評価となる。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Ｂ評価となり、事業達成度も管理 

運営業務などの実施に関して、可もなく不可もなく指摘すべき問題はないことから、Ｂ評価 

とした。よって、総合評価はＣ評価となる。 

○田中委員 

明石駅自転車駐車場の評価との整合をとるため、収支状況をＢ評価からＣ評価へ変更する。 

その他の評価項目はいずれもＢ評価とするので、総合評価はＣ評価となる。 

○赤木委員 

顧客満足度において、施設の設備において鍵の故障が毎日多数あることが少し気になるが、 

全体として利用者アンケート調査の結果もありＢ評価とした。事業達成度は、新館ができて 

いるため旧館にしか駐輪スペースの空きがない状態の中で、運営業務を頑張っているような 

印象を受けたので、Ｂ評価とした。収支状況に関しては、明石駅自転車駐車場と同じ指定管 

理者のため、ということでＢ評価としていたが、先ほどと同じような見方をすればＣ評価と 

したい。したがって総合評価はＣ評価となる。 

○坂本副委員長 

顧客満足度・事業達成度はともにＢ評価であるが、収支状況はＣ評価とする。事業報告書 

を見ていると、収支状況の内容が他の項目に比べて極端に程度が悪く、指定管理者制度導入 

後の一年目で報告書の内容の程度にバラつきが生じているのもしれないが、望ましい報告方 

法のあり方を確定する意味において強いメッセージが出せれば良いのではないかと考えてい 

る。 

○古賀委員長 

顧客満足度・事業達成度・収支状況はすべてＢ評価としていたが、収支状況に関してはや 

はりＣ評価へ変更とする。 

したがって、評価項目についてすべての委員の意見の一致をみたので、委員会として顧客 

満足度・事業達成度をＢ評価とし、収支状況をＣ評価とする。 

それぞれの理由としては、顧客満足度について利用者アンケート調査結果から満足度が高 

い・低いどちらともいえないことから、利用者の満足度はふつうと認められた。次に、事業 

達成度では運営業務などについて、当初の計画どおり実施されていることが認められ、事業 

計画に定める水準を満たしているが、水準を上回っているとまではいえなかった。
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また、収支状況に関しては事業収支の剰余金を収支の項目に計上せずに、「管理経費」の 

項目に剰余金を計上しているのではないかと考えられることから、事業収支が不明確で、適 

正な会計の執行に疑問が残ったことによる。 

収支状況については委員からさまざまな指摘があった。指定管理者制度自体が立ち上がっ 

たばかりという事情もあるが、委員会としてのメッセージを出すことにより、メリハリがつ 

いた評価となると思う。また、今後、他の施設のヒアリングや評価作業が進む中で、全体的 

な評価のバランスを見て、個別の評価を見直すこともありえる。 

今回は厳しい評価となったが、指定管理者事業報告書における収支状況の計算のあり方に 

ついては、委員会からのメッセージと受け止めていただきたいと考えている。 

○全委員 

異議なし 

４ その他 

○古賀委員長 

本日の委員会としての評価結果については、事務局でいったん整理し、次回委員会で報告す 

ることとする。また、次回の委員会では、今回と同様に所管課・指定管理者とのヒアリング 

が予定されているが、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


