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第９回明石市行政評価委員会 議事録 

１．日 時 平成 19 年 10 月９日（火） 午後 1 時 25 分～午後４時 55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（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 

（教育委員会事務局社会教育室社会教育推進課） 

岡本社会教育室長、林課長、阿部読書推進係長 

（福祉部高年福祉課） 

大島課長、六渡主幹兼生きがい係長 

指定管理者（石ヶ谷公園） 

㈱ホープ：戸端常務取締役、西口取締役経営受託部長、富田指定 

管理者支配人 

（明石海浜公園・魚住北公園） 

㈱サンアメニティ：松尾大阪支社長、尾崎指定管理者総括責任者 

（図書館・西部図書館） 

㈱ＮＴＴデータ：日高 PFI 推進部長、PFI 推進部的場、明石市立 

図書館上原館長、薙野館長補佐 

（高齢者ワークセンター） 

㈳明石市シルバー人材センター：藤原常務理事兼事務局長 

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 ４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〕 

６．議事の内容
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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 

(1) 石ヶ谷公園 

○公園課 

－資料１「指定管理業務評価シート」に添付している「指定管理者事業報告書」により業務 

の説明－ 

○坂本副委員長 

利用者アンケート調査における回答数は４７９件だが、どの程度当初に予想していたのか。 

○指定管理者 

平成１８年６月と平成１９年２月にアンケートを実施したが、特に、平成１９年２月開催 

のスポーツフェスティバルには参加者が 1,300 名程度見込まれたため、アンケート用紙を参 

加者全員に配布し、その半数を回収目標としていた。 

○坂本副委員長 

顧客満足度に対する取り組みに関して、他の指定管理者が数十程度のアンケート回収数で 

あったのと比較して、この石ヶ谷公園の指定管理者の取り組みは格段に熱意が認められる。 

○赤木委員 

指定管理者が作成したアンケート用紙の裏面には、 「ご協力ありがとうございました。至 

急に検討いたしまして『すぐに出来ること』 ・ 『しばらくお時間をいただく件』 ・ 『今後の課題 

とする件』 ・ 『当面すぐには出来ない件』等の回答表を掲示いたします。 」と記載されており、 

対応としてすばらしいことであると思う。実際に、それらの回答結果が施設において掲示さ 

れており、好感が持てる。 

施設の目的は「市民が誰でも楽しめるスポーツ施設」であろう。アンケート調査結果によ 

れば、来館者の約 90％が車を交通手段としており、これはバスの便が悪いことも影響して 

いるのではないかと考える。施設の利用率を上げるためには中央体育会館への来館者ととも 

に、公園施設への来場者も考慮する必要がある。施設へのアクセスの利便さは、直営時の平 

成１７年度と較べて変化がないと思われる。このことについて見解をお聞きしたい。 

また、施設内でのバーベキューは本来禁止事項となっているが、黙認するような回答をし 

ていることが見受けられた。 

○指定管理者 

交通アクセスの問題については、当社の親会社である神姫バスにも相談し、公園へのバス 

の便を増加してもらっており、アクセスの利便性向上に向けて努力している。 

また、バーベキューの取り扱いは非常に悩ましい問題であり、従来からはっきり禁止とい 

う形での運用がされていなかったという経緯もある。決定でないが、例えば、農業センター 

の跡地を利用して、バーベキューゾーンを作るなどにより、棲み分けを行うことも考えられ 

る。今後の課題として検討していきたい。 

○赤木委員
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梅林と放牧場に関して、現在はどこで管理を実施しているのか。 

○指定管理者 

従前は農業センターが管理していたが、平成１９年度より指定管理者が管理している。 

○公園課 

平成１９年４月から農業センターが廃止となったことにより、現在は指定管理者に最小限 

度の管理をしていただいている。なお、指定管理者と協議しながら、石ヶ谷公園全体として 

センター跡地の利用を考えていきたい。 

○増田委員 

指定管理者は、自主事業にも熱心に取り組んでおり、利用者も増えている。新しいＰＲを 

展開すれば、さらに利用者の増加が見込めると考えられる。 

また、花見シーズンには多くの人々が施設を利用するが、その際の警備費用が指定管理者 

の収支計画に計上されているのかどうか、確認したい。 

そして、施設がかなり老朽化している中で、収支計画では修繕費を 200 万円程度計上して 

いるに過ぎないが、今後の修繕計画をもっているのか。 

○指定管理者 

現在、子供への絵本読み聞かせ教室等を実施するなど会議室の利用率アップに取り組んで 

いる。また、野外活動広場を利用した事業も行っており、会議室と野外活動施設の利用拡大 

に対する取り組みを充実できれば、さらなる利用者増も考えられる。 

○公園課 

花見時期の特別警備については、指定管理者制度を導入する以前の５・６年前から実施し 

ている。自動車による交通の便も良く、無料駐車場もあり、また、会場には高低差が少ない 

ため、この施設での花見は非常に人気がある。 

今年度は２週間の特別警備を実施したが、多いときでは過去に４週間に渡り警備を行った 

こともある。所管課としては、花見に来られている皆さんから駐車場利用料を徴収させてい 

ただくことにより、一定の利用者負担をしてもらえないか、検討している。なお、警備費用 

は指定管理料に含まれている。 

施設や設備の老朽化が進んでいるなかで、日常の維持管理における修繕については、指定 

管理者が指定管理料により行っているが、今後、施設をリフレッシュするなど大規模な修繕 

に関しては、指定管理者と協議して市の予算で実施することもあり得る。 

○坂本副委員長 

今後、花見の時期に利用者へ一定の費用負担を求めることになれば、指定管理料は下がる 

のか。 

○公園課 

駐車料金を徴収するには条例改正が必要となるため、実施にあたっては早くとも平成 21 

年度になるかと思われる。そうすると次期の指定管理者の更新時期にあたるので、指定管理 

料に反映させることは可能である。 

○古賀委員長 

自主事業数は当初計画に較べて増えているが、事業報告書の収支状況を見ているとその実 

績が当初の計画を上回っていない。これに対し、指定管理者としてどのように考えているの 

か。また、委託料では約１６０万円が削減されているなど経費削減の努力を実施しているが、 

他にそういった努力をしているか。 

○指定管理者 

自主事業収入は、目標として平成１７年度の実績を上回りたいと考え努力していたが、結
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果としては若干下回っている。こういった状況に対し、要望の多かったヨガ教室を平成１８ 

年度に開設し、さらに平成１９年度にはトレーニングルームを新たに開設した。これにより、 

平成１９年度には前年度実績を上回ると見込んでいる。 

その他収入に関して、自動販売機の手数料を平成１９年度に改定しており、収入増を見込 

んでいる。 

○田中委員 

当初の事業計画に定める水準を上回って実施された部分、あるいは水準を満たしていない 

部分があれば、その具体的な内容を教えて欲しい。 

○公園課 

自主事業については、従前の㈶明石市緑化公園協会が実施していた事業を実施した上に、 

新たな事業を行うなど努力していると思っている。また、公園施設の維持管理業務について 

も従前を上回るレベルで丁寧に実施している。受付業務に関して、ホームページで施設の空 

き情報を確認できるようにしており、さらにこれは平成１９年度からのものであるが、神姫 

バスの各営業所で利用申し込みを受け付けできるようにしている。 

○田中委員 

当初の計画段階では、従前に管理運営をしていた明石市緑化公園協会と基本的に同じよう 

な業務や自主事業などを実施することとなっていたと思う。例えば新規ホームページの作成 

については、当初計画には入っていなかったのか。 

○公園課 

基本的には同協会が実施していた業務などを計画していたが、指定管理者が従前と同等の 

業務を実施しながら、民間の活力を新しく入れてきていると感じている。なお、ホームペー 

ジの作成は当初の計画に入っていたが、実施時期として予定より早期に実施されたというこ 

とである。 

○赤木委員 

事業報告書における経営指標の利用者当たりコストについて 1,355 円の計上があるが、別 

の市の資料では平成１５年度における利用者当たりコストが 1,118 円と表記されていた。こ 

の間のコストが上がっている理由はなにか。 

○公園課 

今、平成１５年度時の詳しい資料が手元にないため、正確なことを申し上げることができ 

ない。 

(2) 明石海浜公園・魚住北公園 

○公園課 

－資料１「指定管理業務評価シート」に添付している「指定管理者事業報告書」により業務 

の説明－ 

○坂本副委員長 

利用者アンケート調査の回答数が、平成１８年１０月には２０で同年１２月には５９であ 

ることから、調査結果が利用者の実態を表しているとは到底いえない。指定管理者が顧客満 

足度の把握に関して熱心ではないというように思えるが、所管課としてどのように考えてい 

るのか。 

○公園課 

所管課から指定管理者に対するアンケート実施の取り組みに係る注意喚起が十分でなかっ
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たことが一因と考えている。 

○坂本副委員長 

指定管理者事業報告書における収支状況において、支出合計額に対してその他経費の占め 

る割合が当初の収支計画時点で約４０％であり、実績時では約３５％を占めている。この資 

料を指定管理者に作成させるうえでの観点は、収支状況を明らかにして経費がどの程度か 

かっているのかを所管課として把握するためであろう。提出されたこの資料では事業の実態 

がよく分からないと言われても仕方がないように思える。 

○公園課 

もともと指定管理者は、一般企業の会計区分により整理していた詳細の収支内訳書を作成 

し市へ提出していたが、今回の評価用資料を作成する際にそれらを事務局から提示された様 

式に作成し直し、委員会へ提出したものである。事務局から提示された様式における支出項 

目に該当しないものは、一括してその他経費に計上している。したがって、定められた様式 

とは別の資料でその他経費を説明できるようにしたい。 

○増田委員 

施設の立地条件や近隣の類似施設との競争もあるため、なかなか集客しづらいと考えられ 

るが、利用者を増やすには使用料も重要なポイントになってくる。そういった中で、例えば 

テニスコートの使用料などは条例で規定されていると思うが、価格設定の検討をしたのかど 

うか確認したい。 

また、収支状況において、保険料及び委託料の支出額が、当初の計画と比較して実績が増 

えている。これに関しては当初に予測できなかったのか。 

○指定管理者 

保険料における計画と実績の差については、当初計画時では明石海浜公園の施設ではプー 

ルがメインというイメージを持っていたが、実際には広大な公園全体にかかる保険が必要だ 

と判明したことによるものである。 

○公園課 

使用料に関しては、委員のご指摘のとおり条例で定められている。今後は、平日と土日祝 

日との使用料に差を設けることも含めて、検討の余地があると考えている。 

○赤木委員 

施設の管理運営において気になる点は、テニスコートの利用率が低いことである。アピー 

ルが足りないように思えるので、ＰＲを充実させ利用者を増やすことが当然に必要である。 

あるいは駐車場を無料にし、利用しやすくするといった方法が考えられる。 

○公園課 

石ヶ谷公園と違い、明石海浜公園の駐車場を全面的に無料とすれば、公園利用者以外の方 

の利用が非常に多くなると考えられる。また、実際の駐車場運営においても、公園の利用の 

有無に応じて料金を徴収しない、徴収するといったことは、現在の料金徴収設備のままでは 

対応が難しい。 

○古賀委員長 

事業報告書の利用率を見れば、前年度実績との増減を比較することはできるが、この実績 

をどのように評価すれば良いのか。 

○公園課 

土日祝日の利用率と比べれば、平日の利用率が極端に低いという評価になるのではないか 

と思う。 

○古賀委員長
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例えば、委員会として、どこに標準をおいてこれらの利用率を評価すれば良いのか。この 

数値であれば高い評価を与えるべきなのか、あるいは低い評価を下すべきなのかということ 

である。 

(3) 図書館・西部図書館 

○社会教育推進課 

－資料１「指定管理業務評価シート」により業務の説明－ 

－「指定管理者事業報告書」の３ページを差し替え訂正するとともに、 「明石市立図書館等 

指定管理者平成１８年度収支実績内訳」を提出－ 

○坂本副委員長 

収支状況の収支差である約 100 万円の利益について、企業としてどう考えているか。収入 

合計額に占める割合はわずかに約０．４％であり、企業の利益として通常ありえない数字で 

あると思う。指定管理者の仕事は社会奉仕といった捉え方なのか。 

○指定管理者 

企業としては厳しい数字であると思うが、指定管理者が実施するのは公共サービスであり、 

やみくもに利益を追求することを目的として行う性質の仕事ではないと考えている。また、 

低い利益率ではあるが、利益がまったく無いといった訳ではない。 

○坂本副委員長 

収支状況における物件費について、当初の収支計画と比較して実績が約 200 万円増額と 

なっているが、これは指定管理者の好意で増やしたのか。 

○指定管理者 

これは事業計画の提案段階において、予算の５％増の図書を購入すると約束していたこと 

によるものである。 

○社会教育推進課 

収支計画の物件費に計上されていた 4,010 万円の内訳は、図書購入費 4,000 万円とＤＶＤ 

装置購入費 10 万円である。直営時の図書の購入方法は、図書館の図書として貸し出しでき 

る状態にするための図書装備費を込みにして定価ベースで図書を購入していた経緯もあり、 

指定管理者にも同様に指示をしていた。しかし、実際には、指定管理者は図書装備費を図書 

購入費と別にとらえ、約 4,000 万円を図書購入費だけに充てている。なお、指定管理者は図 

書を安く購入したため、定価ベースに換算して約 4,200 万円に相当する分の図書を購入した 

ことになる。図書の購入にあたっての努力は評価できると思う。 

○坂本副委員長 

直営時に図書を値引きされた価格ではなく、定価ベースで購入していたことがどうかと思 

うが。 

○社会教育推進課 

図書の購入にあたって、書籍は再販制度下にあり、基本的に定価で販売されることになっ 

ている。定価ではあるが、図書装備費も含んでの価格であるのでご理解いただきたい。 

○赤木委員 

移動図書館に対するアンケート調査結果というものが資料から窺えない。本来、市民全体 

に平等なサービスを実施できていれば移動図書館の存在は不必要であると考えているため、 

移動図書館に対するアンケート調査を実施し、その結果を含めて顧客満足度を評価すべきで 

ある。
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○指定管理者 

移動図書館に対するアンケート調査を実施していない。 

○赤木委員 

資料から貸し出し人数は読み取れるが、利用登録者の人数については把握しているのか。 

新しい登録者がどのような世代であるとか、あるいはどれだけ増加したとか、そういった利 

用者の動向分析も必要であると考える。 

○社会教育推進課 

提出資料に記載はないが、利用登録者数の統計は取っており、平成 18 年度の資料によれ 

ば 53,920 名である。今、登録者における年齢構成のデータをもっていないが、利用状況の 

データからは 20 歳代の利用者が減っているという傾向が出ており、これは当市の人口統計 

における年齢構成の傾向ともほぼ一致しており、こういった社会的要因もあるのではないか 

と思う。 

なお、平成 17 年度から平成 18 年度にかけての登録者数は、2,137 人減少しており、率に 

して 3.8％の減少がみられる。これは市の人口が減っている状況とも整合している。 

○赤木委員 

子供の読書活動推進等に関する取組みは従前と比べてどうか。 

○社会教育推進課 

子供の読書活動推進の取り組みについては、昨年７月に、 「明石市子どもの読書活動推進 

計画」を策定した。本年５月には、庁内の関係課や学校園の職員、あるいは市立図書館館長 

などをメンバーにした推進会議を設け、計画を達成するにはどのようにすれば良いのかを、 

平成 19年度から平成 21年度の３ヵ年、検討することとなっている。 

○増田委員 

私の感覚では、図書館が指定管理者制度に移行したことにより、圧倒的にレファレンスが 

良くなったという実感があり、移動図書館のサービスも市内の至る所まで行き届いていると 

理解している。また、指定管理者は非常に前向きに様々な取り組みを実施している。 

図書購入費である 4,000 万円の金額は決して多い額ではないと思うが、図書の購入に際し 

てどのような選定方法をとっているのかということと、購入冊数を教えていただきたい。 

○指定管理者 

図書の選定については、図書の現物を見ながら週に一度の選書会議で決定している。また、 

利用者からリクエストのあった図書を優先的に購入するかどうかについても、同会議で決定 

することとなる。なお、年間の購入冊数は 24,446 冊である。 

○坂本副委員長 

経営指標におけるコスト面について、貸出者当たりコストが記載されているが、利用者当 

たりコストにしたらどうなるのか。 

○社会教育推進課 

計測機器によって利用者数を把握する努力もしているが、施設の構造上出入り口が多く、 

非常に把握しにくい。その点で貸出者数は確実に把握できるので、この貸出者当たりコスト 

を指標としている。 

○古賀委員長 

図書館の利用状況について、西部館における貸出冊数が約 10％の伸びが見受けられるが、 

本館の伸びはそれほどでもない状況にある。この伸び率の評価について、所管課の率直な意 

見をお聞きしたい。 

○社会教育推進課
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西部館は明らかに伸びているので評価できると考えているが、本館の伸び率では正直やや 

不満である。ただし、本館の立地条件や市内の地域的な人口の増減状況等を加味すればやむ 

を得ない面もあると思う。 

(4) 高齢者ワークセンター 

○高年福祉課 

－資料１「指定管理業務評価シート」に添付している「指定管理者事業報告書」により業務 

の説明－ 

－「指定管理者事業報告書」の３ページ、収支計画時の「第三者委託比率」を 54.4％から 

47.8％に訂正－ 

○坂本副委員長 

この施設は職業訓練施設であるので、例えば職業訓練を通じて就職した人の割合が事業達 

成度の指標となるのではないかと思う。 

○指定管理者 

ご指摘のとおりで、この割合については追跡調査を行い、把握する必要があると認識して 

いる。 

○坂本副委員長 

事業収支においては収入よりも支出の方が多い。この収支におけるマイナス分の 1,592 円 

は指定管理者が負担しているのか。また、次年度ではこういったマイナスは出ないと考えて 

よいか。 

○指定管理者 

利用料金とその他収入を当初の計画時点では見込んでいたが、実際には無料にしたため財 

源がわずかに不足した。次年度にはこういったことが生じないと思う。 

○増田委員 

自主事業のうち、毛筆筆耕講習会の参加率はどの程度なのか。また、この事業そのものが 

利用者ニーズを把握したものとなっていると考えているのか。 

○指定管理者 

この講習会により筆耕能力の向上を図りながら、受講者の能力を見極める場ともなってい 

る。 

○赤木委員 

事業収支の人件費に 48万２千円が実績として計上されているが、配置人員は何人か。 

○指定管理者 

１時間当たり 1,130 円として職員を 1人と、その他に館内清掃員を配置している。 

○坂本副委員長 

指定管理者を公募によらず選定しているようだが。 

○高年福祉課 

従来から施設の管理運営を㈳明石市シルバー人材センターに委託していた実績もあり、指 

定管理者制度に移行する際、この施設と同センターは密接不可分な関係にあり、有機的に事 

業を運営していけると判断したため、公募せずに選定した。 

○坂本副委員長 

制度導入の際に、経営の合理化や民間的経営思考の導入を図るなどの観点から検討をしな 

かったのか。
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○高年福祉課 

これまで同センターが実施してきた技術講習や研修を継続していくことが重要であると考 

え、非公募の判断をした。 

○増田委員 

他にも非公募で指定管理者を指定している施設はあるのか。 

○高年福祉課 

非公募で指定している施設は他にもある。 

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) 石ヶ谷公園 

○坂本副委員長 

顧客満足度は、利用者アンケート調査結果の資料しかなかったが、アンケート調査に対す 

る取り組む姿勢から、満足度を高めることに対して熱意が認められたので、Ａ評価とした。 

事業達成度に関しても管理運営業務や自主事業などを適切に実施しており、また、そのレ 

ベルも高いと認められたことからＡ評価とした。 

収支状況においては、特に指摘すべき点はなかったことからＢ評価としたが、事業収支に 

おける「その他経費」について、他の指定管理者では収支に利益を計上している事例があり、 

その透明性の低さが気になった。公の仕事をするのであれば透明性の確保が重要である。 

○赤木委員 

顧客満足度をＡ評価と判断した。業務に従事している職員の名前や担当、市民救命士かど 

うかなどの紹介が事務所の窓口に掲示されており、利用者の安心感を高める工夫をしている 

点は評価できる。 

事業達成度も、当初の事業計画どおり実施していると認められ、利用者数が前年度と比較 

して増えていることを高く評価し、Ａ評価とした。ただし、交通弱者への配慮には問題が 

残っていると考える。 

収支状況に関しては、適正に執行されていないとはいえないため、Ｂ評価としたが、事業 

収支における「その他経費」で当初の計画と実績の間で約 1,600 万円の差があり、かつ、そ 

の他経費の内訳が無いので少し不透明さを感じた。利益に相当するものがその中に含まれて 

いると考えられる。 

また、経営指標における利用者当たりコストが平成 15 年度では 1,118 円であったにもか 

かわらず、平成 18 年度では 1,355 円と増えている。その中間の平成 16・17 年度の数字が無 

いため正確なことはいえないが、少なくとも指定管理者制度移行後に利用者当たりコストが 

増えるのはどうかと思う。 

○田中委員 

利用者の満足度を高める工夫や利用者アンケート調査に対する取り組む姿勢など評価でき 

ると考え、顧客満足度をＡ評価とした。 

事業達成度に関しては、ほぼ当初の計画どおり実施していると認められたので、Ｂ評価と
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する。 

収支状況についても、特段優れているところや劣っているところも見当たらず、通常のレ 

ベルと判断してＢ評価とした。 

○増田委員 

顧客満足度向上の取り組みを評価し、Ａ評価とした。 

事業達成度は、管理運営業務や自主事業などについて、当初の計画どおり実施できており、 

Ｂ評価とするが、職員の配置人数を考慮すれば、運営業務や自主事業などをもうひと頑張り 

できたのではないかと思い、Ａ評価の判定まではできなかった。 

収支状況については、適正に執行されていない状態にあるとはいえないことから、Ｂ評価 

としたが、当初の収支計画と実績とを比較して「その他経費」が膨れ上がっていることが見 

受けられ、そのことについての改善努力も必要かと考えている。 

○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の評価も高く、ヒアリングからも十分 

満足できる内容を認めることができたため、Ａ評価と判断した。 

事業達成度は、当初の事業計画どおり実施されている。加えて自主事業に対して意欲的に 

取り組み、参加者が前年度と比較して 100 名以上増えており、その成果があがっていると認 

められたことから、Ａ評価とした。また、運営業務や自主事業などの実施内容について詳細 

な分析を加えていることも評価したい。 

収支状況は、経営指標における実績が当初の計画時点から向上しており、努力しているの 

ではないかと判断しＡ評価としていたが、皆さんから「その他経費」の取り扱いに関して不 

透明感があるとの指摘もあり、そういったことも確かに認められるので、Ｂ評価へ変更させ 

ていただく。 

顧客満足度と収支状況に関しては委員の意見がまとまっているので、評価が割れている事 

業達成度について議論を進めたい。 

○赤木委員 

自主事業では参加者が前年度と較べ増えており、また、体育館にもかかわらず子供の読み 

聞かせを行うなどの取り組みは非常に素晴らしい。指定管理者の意欲も強く感じられるので 

Ａ評価が相応しいと思う。 

○古賀委員長 

事業達成度における評価の判断基準としては、Ｂ評価はその実績が期待どおりの範囲内で 

あったというものであり、Ａ評価では期待された水準を上回っている状態が見られるという 

ものになる。このあたりで評価に差が生じてくると思う。 

○増田委員 

他の指定管理者における評価とのバランスを考慮し、Ａ評価へ変更したい。 

○古賀委員長 

事業達成度に関する赤木委員のご意見は実態をよく知っている上でのご指摘であり、的を 

射た評価であると思う。委員会の評価として事業達成度については、Ａ評価にまとめたい。 

なお、顧客満足度がＡ評価、収支状況がＢ評価であるので、総合評価はＡ評価となる。 

○坂本副委員長 

収支状況の評価の判断基準は、「実績として適正に会計処理ができていること」に加え、 

「その適正に処理された内容が適正に表現できていること」にあると考えている。これまで 

評価を実施してきたなかでは、後者がきちんとできていなかったため、厳しい評価をしてき 

た。ただし、後者に関しては、事務局である行政改革室が示した事業報告書の様式に原因が
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あるのかもしれないが、定められた様式など制約があったとしても分かりやすい表現に努め 

ることは、そのこととは別の問題である。以上を指摘しておきたい。 

○古賀委員長 

それでは評価をまとめたい。顧客満足度について、利用者アンケート調査結果をみると満 

足度は高く、その実施方法も回収増にむけての努力をしており、利用者からの要望・苦情等 

への適切な対応やそれらの受付に対する工夫も見受けられる。また、満足度向上のためにそ 

のアンケート結果へ分析を加えていることやスタッフの接客対応向上に努めていることなど 

から市民サービスの向上が図られている点は評価できる。以上により、利用者の満足度は高 

いと認められ、Ａ評価とする。 

事業達成度では、運営業務や自主事業などについて、当初の計画どおり実施されているこ 

とに加え、自主事業に意欲的に取り組んでいる点は評価でき、自主事業や施設の利用状況に 

おいても前年度と比較して利用者数などが伸びている。以上により、事業計画に定める水準 

を上回っていると認められ、Ａ評価とする。 

収支状況に関しては、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、適正 

に執行されていると認められ、Ｂ評価とする。 

以上により総合評価をＡとしたい。 

○全委員 

異議なし 

(2) 明石海浜公園・魚住北公園 

○増田委員 

顧客満足度は、利用者アンケート調査の回答総数それ自体が満足できる水準になく、また、 

指定管理者に移行しても特段に良くなったところが認められず、Ｃ評価とした。 

事業達成度に関しては、ほぼ当初の事業計画どおりに実施できていると認められるものの、 

自主事業の充実などもっといろいろな取り組みが可能であったと考えられるとともに、利用 

者数も前年度と較べて減っている施設も多いため、Ａ評価の判定はできずＢ評価である。 

収支状況については、当初の収支計画と実施状況が大きく違うことが認められたことから、 

Ｃ評価としたい。 

○田中委員 

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少ないので、満足度が高い・低 

いどちらともいえないと判断し、Ｂ評価とした。 

事業達成度では、ほぼ協定や事業計画に定められたどおりに実施されたと判断し、Ｂ評価 

とした。 

収支状況についてもＢ評価としていたが、 「その他経費」の内訳が不明確であるので、Ｃ 

評価へ変更したい。 

○赤木委員 

顧客満足度について、利用者アンケート調査では満足度が高い結果が出ているが、回答数 

自体が少なく必ずしも実態を表しているとはいえないため、Ｂ評価とした。 

事業達成度では、当初の事業計画どおり実施していると認められるが、自主事業に関して 

前年度と比較し多少参加人数が増えているものの、施設規模からすると自主事業が充実して 

いないと思う。所管課の指導にも一因があるのかもしれないが、今後に期待をしたい。以上 

によりＢ評価とした。
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収支状況については、事業収支におけるそれぞれの経費の具体的な内訳を伺っていないが、 

保険料と公租公課費とにおいて、当初の収支計画と実績との間にかなりの増減があるのは問 

題だと考えたことから、適正に執行されていないと認められ、Ｃ評価とした。 

○坂本副委員長 

顧客満足度に関しては、利用者アンケート調査では高い評価がされているが、回答数は非 

常に少ない。顧客満足度を高めることに対して積極的ではないという低い評価を考えるのも 

良いかもしれないが、Ｂ評価とした。少し甘い評価かもしれない。このことについて、所管 

課は積極的にアンケート調査の実施方法やその取り組み方を指導すべきである。 

事業達成度については、当初の計画どおり実施されていると認められ、Ｂ評価とした。 

収支状況については、保険料と公租公課費における当初計画と実績の差があまりにも大き 

く、適正に執行されているとはいえない。これまで評価を実施した中で最も不適切である。 

よって、Ｃ評価とする。 

○古賀委員長 

顧客満足度について、アンケート調査における回答数が極めて少なく、顧客満足度の測定 

に関して熱意が足りなかったとも言えるかもしれないが、明らかにＣ評価とまでは言えない。 

Ｂ評価を与えるのが適当だと思う。 

事業達成度は、当初の事業計画どおり実施できているものの可もなく不可もなくといった 

程度であり、期待を上回るほどの内容が認められなかったので、Ｂ評価とした。 

収支状況は、その他経費の記載の仕方、内訳を明確にしてアピールする姿勢があまり感じ 

られず、当初計画と実績との差も大きく、適正に執行されていると認められないことから、 

Ｃ評価とした。 

それでは、各委員のご意見を集約していく。顧客満足度について、利用者アンケート調査 

結果だけをみれば、一見、利用者の満足度は高い状況にあるといえるが、回答数の少なさか 

ら必ずしも実態を表しているとまではいえない。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とは認められない。以上により、 

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。 

事業達成度では、運営業務及び自主事業などについて、特に指摘すべき点は見当たらず、 

当初の計画どおり実施されていることから、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。ただし、期待以上の実績が認められなかったため、水準を上回っているとまでは 

いえない。よって、Ｂ評価とする。 

収支状況に関しては、支出合計の約３分の１を占めている「その他経費」の内訳が不透明 

であり、当初の収支計画と実績との乖離が大きい項目も多くあったことから、改善指導等が 

必要であると認められたため、Ｃ評価とする。 

以上から総合評価はＣとなる。なお、利用者アンケート調査の回答数が少なく、その取り 

組みへの熱意もあまり感じられなかったことから、顧客満足度の測定精度を高めるため、ア 

ンケートの取りかたを工夫するとともに、回答数を増やすよう努めることを要望したい。ま 

た、適切なアンケート調査の実施にあたって指定管理者を指導するよう所管課へ注意喚起し 

たい。以上を附帯意見とする。 

○全委員 

異議なし 

(3) 図書館・西部図書館
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○坂本副委員長 

利用者アンケート調査の結果を踏まえ、利用者の満足度は高いと認められた。顧客満足度 

をＡ評価としたい。 

事業達成度では、各種業務が当初の計画どおり実施されていることに加え、説明を伺った 

限りでは非常に良い実績であったと認められ、Ａ評価とした。 

収支状況については、本来、委員会として期待していた事業収支の透明性が高い状態にあ 

る。また、利益が約 103 万円であると明示したことは、事業収支を非常にすっきりとした形 

で表示できており、高い評価を与えることが適当と考え、Ａ評価とした。 

○赤木委員 

顧客満足度については、私が指摘した移動図書館についてのアンケートが実施されていな 

いが、アンケート結果からは利用者の満足度は高いと認められ、Ａ評価とした。 

いわゆる図書館サービスという面で、指定管理者が有する民間のノウハウの内容を聞きた 

かったが、各種業務・サービスの面では当初の計画どおり実施されていることに加え、高い 

水準にあると考え、事業達成度をＡ評価とした。ただし、利用登録者数が減っている状況に 

ついては、何らかの対応をすべきである。 

収支状況に関しては、収支内訳における詳細な追加資料も提出されていることから、Ａ評 

価を与えて良いかもしれないが、その他経費における販売管理費などは、大半が利益に相当 

する部分ではないかと疑問に思ったため、Ｂ評価に止めた。 

○田中委員 

顧客満足度は、図書館の利用者数の多さからすると利用者アンケート調査の方法について、 

もっと相応しい他の実施方法があるのではないかとも考えたが、調査結果やその他利用者の 

満足度を高める取り組みなどを高く評価し、トータルとしてＡ評価とした。 

事業達成度では、指定管理者事業報告書からどの業務が計画どおり実施できているかどう 

かを判断しかねたところもあったが、返却ポストの増加や障害者等への宅配サービスについ 

ては、事業計画で定められた水準を越えていると認められ、Ａ評価とした。 

収支状況については、追加資料における「販売管理費」や「金利等の間接費」の実態に疑 

問が残るものの、収支の差が明記されており、適正に執行されていると判断し、Ｂ評価とし 

た。 

○増田委員 

顧客満足度に関して、指定管理者による利用者アンケート調査も良好な結果が出ており、 

市が実施した調査でもそれが裏付けられていることから、利用者の満足度は高いと認められ 

る。また、利用者に対して指定管理者制度に移行したことに関する説明会を実施するなどア 

ピールもしっかりできていると考え、Ａ評価とした。 

事業達成度では、図書館本来のレファレンス対応も根本的に良くなっているとともに、図 

書の貸出冊数も伸びており、評価できると考え、Ａ評価とした。 

収支状況は、適正に執行されていると認められるものの、特段に優れているとまではいえ 

ないことから、Ｂ評価とした。 

○古賀委員長 

顧客満足度については、図書館には職員の専門知識が求められるが、それに関するアン 

ケート調査結果では必ずしも高い評価を得ていない。よって、利用者の満足度はふつうと認 

められ、Ｂ評価とした。 

事業達成度に関して、利用促進のために新しい各種サービス業務などを実施し、また、前 

年度との比較において貸出人数が増加していることは十分に成果があがっていると認められ
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る。よって、事業計画に定める水準を上回っていると認められ、Ａ評価とした。 

収支状況では、追加資料は透明性があるきちんとした内容であり、適正に執行されている 

と認められるが、経営努力をしているとまではいえず、Ｂ評価とした。 

意見の集約を進めていきたい。なお、顧客満足度に関しては私の評価が厳し過ぎたのかも 

しれない。他の委員の指摘のとおり、アンケート調査結果や利用者の満足度を高める工夫な 

どが認められ、全体として高い評価とすることが適当であると考えられるので、Ａ評価へ変 

更する。これで、顧客満足度及び事業達成度について、全委員がＡ評価をしたことになる。 

○坂本副委員長 

収支状況について、事業収支の「その他経費」の中に、利益が隠されているのではないか 

という指摘があったが、仮にそういう事実があれば好ましくない。指定管理者も自社の監査 

の手前、恐らくきちんと経理していると考えられる。指定管理者が事業収支に利益を計上し 

明記しているのであれば、この収支状況の裏を読むべきなのかどうか、疑問を感じる。また、 

来年に市の監査が予定されており、委員会としてそこまで踏み込んで評価することが適当か 

どうか。 

なお、この収支状況の報告内容は、これまで評価を実施してきたなかで最も優れていると 

感じたので、甘いかもしれないがＡ評価とし、適切な収支状況の報告形式の模範例としてほ 

しい。 

○古賀委員長 

当初委員会で決定した評価基準では、Ａ評価について「適正に執行されていることに加え、 

経営努力をしている」であったので、報告書としての完成度が高いからＡ評価を与えるので 

はなく、指定管理業務における収支状況の内容そのものを評価の対象とすることが適切であ 

ると考える。 

しかし、坂本副委員長のご意見を附帯意見として評価結果の報告書に加えたい。 

○田中委員 

販売管理費や金利等の間接費については、指定管理者が間接費を配賦計算したものを計上 

していると推測できるが、確認したわけではないので疑問が残るとしたのであって、利益の 

ようなものが隠れているという趣旨を発言したものではない。むしろそういった配賦計算を 

したうえで、明瞭に表記した指定管理者の姿勢を評価したい。 

○古賀委員長 

収支状況に関して透明性はあるのでＢ評価とするが、Ａ評価とまではいえないと思う。そ 

れでは、評価をまとめていきたい。 

まず、顧客満足度について、利用者アンケート調査結果によれば満足度は高いと思われる。 

加えて、来館が困難な利用者向けに宅配サービスを実施するなど利用者の満足度向上のため 

の工夫をしている。また、指定管理者制度へ移行する際、利用者に対し説明会を開催してい 

る点も評価できることから、利用者の満足度は高いと認められ、Ａ評価とする。 

事業達成度では、運営業務や各種サービス業務などについて、当初の計画どおり実施され 

ている。さらにサービス業務においては、返却ポストを増設するとともに、宅配サービスを 

実施するなど利用促進に向けた取り組みを進め、市民サービスの向上が図られている。そし 

て、利用状況においても図書の貸出者数や貸出冊数が前年度と比較して増えており、特に西 

部図書館では大幅な伸びを示している。よって、事業計画に定める水準を上回っていると認 

められ、Ａ評価とする。 

最後に、収支状況に関しては、特に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評価としたい。
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以上により総合評価はＡとなる。なお、さきほど指摘していた指定管理者事業報告書が的 

確に作成されていることを附帯意見としたい。このようにまとめさせていただいてご異議は 

ないか。 

○全委員 

異議なし 

(4) 高齢者ワークセンター 

○増田委員 

利用者アンケート調査結果から普通という回答が多く、また、十分な回答数もないことか 

ら、利用者の満足度はふつうと認められ、顧客満足度をＢ評価とした。 

事業達成度に関しては、自主事業への参加人数が少なく、取り組みとして不十分だろうと 

考え、Ｃ評価としたが、運営業務などについて当初の事業計画どおりに実施できていると認 

められるので、Ｂ評価に変更してもかまわない。 

収支状況については、適正に執行されていると認められたのでＢ評価とするが、わずかで 

はあるものの収支にマイナスが出ているので、Ａ評価を与えることはできない。 

○田中委員 

この事業は利用者がかなり少なく、普通だろうと考え、顧客満足度をＢ評価とした。 

事業達成度は、ほぼ当初の計画どおりに実施していると認められ、Ｂ評価とした。 

収支状況については、特に指摘するところもなく、適正に執行されていると認められるの 

でＢ評価とした。 

○赤木委員 

評価に関しては、顧客満足度はふつうでＢ評価とする。事業達成度では、当初の事業計画 

どおり実施できており、Ｂ評価である。また、収支状況についても、特に指摘するところも 

なく、Ｂ評価とする。 

○坂本副委員長 

他の委員の評価もほとんどすべての評価項目でＢ評価としている。全体としてこのような 

評価にまとまるのではないかと思う。 

○古賀委員長 

顧客満足度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、Ｂ評価とする。事業達成度では、自主事業については、参加者数が前年度と比 

較し増加しているため、あえてＣ評価とするほどでもなく、当初の事業計画で期待されたと 

おりと判断し、Ｂ評価とした。収支状況に関しても特に指摘するところもなく、適正に執行 

されていると認められるので、Ｂ評価とする。 

それではご意見をまとめていきたい。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、 

Ｂ評価としたい。なお、全委員がＢ評価の判定をしている。 

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について、当初の計画どおり 

実施されていることから、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。以上によりＢ評価とする。 

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、適正 

に執行されていると認められるため、Ｂ評価とする。以上から総合評価はＢとなる。 

○全委員
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異議なし 

４ その他 

○古賀委員長 

今日の会議の中でたびたび指摘されていたが、指定管理者事業報告書における収支状況の 

計算のあり方や利用者アンケート調査については、所管課による指定管理者への指導も含め、 

次年度以降の課題であると考えられる。特に、アンケート調査のサンプル数が少ないと正確 

な評価ができないと思う。 

○坂本副委員長 

アンケート調査結果に関しては、その調査を実施する者の意思に左右される面があると思 

う。客観的な評価を求めるのであれば、指定管理者がアンケート調査を実施するのではなく、 

第三者が行うべきである。 

○古賀委員長 

これまで評価を実施してきた施設の中で、指定管理者のアンケート調査に加え所管課が実 

施している事例もあった。そういったことも含めて、今後、報告書を取りまとめる中で附帯 

意見とするなど検討していきたい。 

なお、今回の評価結果については事務局で一旦整理し、次回委員会において報告する。 

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


