
1 指定管理者 

①指定管理者 

②指定期間 

③管理体制 

2 顧客満足度 

①アンケート調査の 
実施状況 

〈特別展アンケート・満足度〉 

展覧会名 
有効 

回答数 
非常に 
満足 

満足 不満足 
非常に 
不満足 

無回答 

華麗なる美人画 
の世界展 

1,684 26.0% 68.1% 3.3% 0.3% 2.3% 

木喰展 601 39.9% 54.2% 1.5% 0.2% 4.2% 

遠き道展 496 25.7% 62.3% 6.0% 0.6% 5.4% 

〈企画展アンケート・満足度〉 

展覧会名 
有効 

回答数 
非常に 
満足 

満足 不満足 
非常に 
不満足 

無回答 

小原実知成展 161 22.4% 53.4% 11.8% 0.6% 11.8% 

渡辺うめ展 2,032 70.7% 27.2% 0.4% 0.2% 1.5% 

兵庫のやきものと 
その周辺展 

227 8.4% 60.8% 16.7% 1.3% 12.8% 

早川和子原画展 94 21.3% 70.2% 4.3% 1.1% 3.1% 

くらしのうつりから 
り展 

125 20.8% 64.0% 4.8% 0.8% 9.6% 

〈貸館利用者アンケート〉 

設  問 満足 
どちらとも 
いえない 

不満 未回答 

設  備 82.1% 5.4% 5.4% 7.1% 

使い心地 82.1% 8.9% 3.6% 5.4% 

設問 
非常に良 

い 
良い 普通 良くない 

非常に良 
くない 

職員対応 56.0% 28.0% 16.0% 0.0% 0.0% 

指定管理業務評価シート 

・正社員（常勤） 12名 
・正社員（非常勤） 1名 
・正社員以外　6名　（委託職員6名） 
・合計19名 
特別展・特別企画展開催時は、受付要員(ｱﾙﾊﾞｲﾄ）・監視要員を臨時採用している。 

＜特別展・企画展アンケート　4月～3月の8展覧会＞ 
性別、年齢、住まい、交通手段、観覧回数、人数、ｸﾞﾙｰﾌﾟ、情報ﾂｰﾙ。 
他の訪問先、企画展満足度他。設問数17。 
＜貸館利用者ｱﾝｹｰﾄ（6月8日-9月28日実施）＞ 
利用施設、利用回数、満足度等について実施。設問数9。 

平成19年度実績 

乃村工藝社・NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ共同事業体 

平成１９年４月1日～平成２２年３月３１日 

・博物館駐車場において、警備員の対応が悪いとの苦情があり、対応策として、指導研修を 
実施するとともに、当該警備員は配転させた。（４月実施） 
・お客様に高齢の方が多く、坂道と階段が苦痛であるとの事に対し、展覧会開催中は、南側 
道路から距離の短い南受付を設置した。（４月実施） 
・博物館南側階段に手摺をつけて欲しいという要望に対し、手摺の取り付けを実施した。（３ 
月実施） 

・アンケート結果から、事業内容に、大変満足・満足している者の割合が各８０％を超えるな 
ど、実施事業について好評価を得ている。 
・施設に関しては、博物館の立地から、これまで同様、階段を負担とする意見が多い。 

・貸館利用者対象　回答数　５６件（職員対応は後期のみ実施 25件） 

②アンケート調査の 
結果 

所管課コメント 

③利用者からの主 
な苦情とその対応 
等 

施設名 

所管課名 

明石市立文化博物館 

文化芸術部文化施設課 

平成19年度 

資料１ 
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3 事業達成度 

観覧者数 

14,483 

10,657 

3,467 

観覧者数 

1,935 

13,809 

1,335 

1,310 

13,725 

④その他の業務 

秋季特別展 
「木喰展」 

10/6-11/4 

③自主事業 

・専門的視点による日常管理や毎月の法令点検等の実施 
（専門有資格者１人、委託業務従事者６人体制） 
・修繕業務においては、利用者ニーズに合わせた、受付カウンターの一部改修などの修繕業 
務の実施　（２４件） 

講演会等 

<特別展> 

春季特別展 
「華麗なる美人画の世界展」 

4/7-5/6 

展覧会名 期間 講演会等 

講演会1回 
ギャラリートーク2回 

平成19年度実績 

講演会1回 
ギャラリートーク2回 

5/19-6/24 ギャラリートーク2回 

「渡辺うめ人形展」 

（１）事業・業務の実施状況 

①運営業務 

②維持管理業務 

展覧会名 期間 

「小原実知成展」 

講演会１回 
ギャラリートーク2回 
【視覚障害者対象事業】 
ワークショップ１回 
鑑賞ツアー１回 

<企画展> 

開館日数３２４日（H１８年度　２９７日） 
＜休館日・開館時間の見直し実施＞ 
・休館日の月曜日が祝日の場合、利用者のﾆｰｽﾞに合わせ翌火曜日も開館。（５回実施） 
・開館時間を30分延長（17：00→17：30）。 
・館内整理日(毎月第３火曜日)を廃止。 
・特別展期間中の休館日を廃止。 
・年末年始の休館日を短縮。（１２月２７日～１月４日　→　１２月２９日～１月３日） 

新春特別展 
「遠き道展」 

1/4-1/27 

「兵庫のやきものと 
その周辺」 

9/8-9/30 

8/4-9/2 

講演会1回 
ギャラリートーク2回 

ギャラリートーク毎日 
ワークショップ等6回 

「絵で見る考古学」 
(発掘された明石の歴史展) 

11/10-12/9 
講演会・サイン会1回 
(教育委員会事業) 

＜交流・連携＞ 
・地域連携と営業強化のために商工会議所の中心市街地まちづくり推進会議に出席し、交 
流･連携を深める。 
・館周辺道路の清掃活動を定期的に実施。 
・神戸学院大学との連携事業で同大学への展示資料貸出及び展示指導を行った。「全国 
かっぱ勢ぞろい展」「発掘された明石の歴史展」 

＜その他業務＞ 
・寄贈資料の受入れ(15件) 
・資料貸出(13件) 
・展示資料の購入(1件　寺島紫明作「二人の舞妓」) 
・収蔵資料のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化。 
・8月12日博物館開館以来観覧者数100万人を達成。記念証・記念品･花束贈呈と記念植樹 
のセレモニー実施。 

「くらしのうつりかわり展」 2/2-3/21 
講演会１回 
映画上映会1回 
ワークショップ等7回 

<小さな展覧会> 
「藤井栄展」期間4/7-5/17 
「江田誠郎展」期間5/19-6/24 

＜その他＞ 
・「雅を楽しむｲﾍﾞﾝﾄ」(9/17、24)　琴と尺八の演奏及び呈茶席 
・「新春琴の調べ」(1/14) 
・「大蔵谷獅子舞保存会による獅子舞演舞」(1/27) 
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②その他の利用状 
況

①職員研修の実施 
状況 

②個人情報保護の 
対応状況 

③情報公開の実施 
状況 

④緊急時等への対 
応状況 

・開館日、開館時間の増加等の柔軟な運用を図っているほか、ほぼ事業計画どおりに適正 
な運営や維持管理が行われている。 
・施設管理について、必要な修繕を実施している他、利用者に影響の無い範囲で消灯を行う 
など、光熱費の削減に努めている。 
・展覧会についても事業計画どおり行われている。「渡辺うめ人形展」は企画展として過去最 
高の観覧者数となった。また「くらしのうつりかわり展」では、指定管理者の独自色を出し、映 
画「母べえ」と連動した展示を行い観覧者の好評を得た。 
・その他展覧会事業について、展示技術については評価できる。しかし、一部展覧会におい 
て事前広報が遅かった点や、内部調整の不足及び市への報告が遅れがちになるなど、業務 
体制について改善を要する。 
・貸館業務について適正に行われており、利用率・稼働率についてもほぼ計画通りとなって 
いる。 
・学芸業務については、今後明石の歴史や文化に対する一層の調査・研究が求められる。 

・市民救命士講習（4回4名） 
・「視覚障害のある方との接し方」講習（2回8名） 
・美術資料（仏像）の取り扱い研修 （1回2名） 
・他館等での研修（10回） 
・その他研修（6回） 
計23回 

①施設利用状況 

・観覧者数年間目標69,000人、実績62,576人 
・貸館入場者数　実績　ギャラリー　32,099人、会議室　2,155人 
＜利用率（利用日数/利用可能日数）＞ 
・ｷﾞｬﾗﾘｰ　目標　80.0％　　実績　利用可能日数324日、利用日299日   利用率92.3％ 
・会議室　目標　35.0％　　実績　利用可能日数174日、利用日93日   利用率53.4％ 
＜稼働率（利用区分/利用可能区分）＞ 
・ｷﾞｬﾗﾘｰ　実績　利用可能区分1,944区分  利用区分数1,637 稼働率84.2％ 
・会議室　実績　利用可能区分522区分  利用区分151 稼働率28.9％ 
＜利用件数＞ 
・ギャラリー　２７件 
・会議室　８６件 

・準備期間の3月26日職員全員にて行ったｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの席上で、個人情報管理について説 
明会を開催し、個人情報についての告知書及び誓約書を提出した。個人情報の取り扱いに 
関しては、徹底を図っている。 
・準備期間の3月26日職員全員にて行ったｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの席上で、情報公開について説明会 
を開催した。 
・公開請求等はない。 

・緊急事対応・防犯・防災対応マニュアルを作成し、全員に配布し対応の徹底を図った。 
・4月26日消防本部の査察を受け、軽微な指摘事項を受けた。 
・5月23日、11月9日 職員全員で消防訓練を実施した。 
・市民救命士講習4名受講 
・年3回の施設点検を実施 
・5月7日、1月26日の2件救急車手配と救急病院への搬送をし、家族への連絡とその後の経 
過と大事は無かった事を確認。 

（３）その他 

（２）施設等の利用状況 

④その他の業務 

・駐車場：総駐車台数15,918台、料金収入839,600円 
(H20.1.1より駐車料金改正) 

・明石原人祭りに参加(5/26、27) 
・6/2より4週にわたり、昆虫探検隊を組織し、小学3年ー6年生を対象に15名の参加者が、昆 
虫の標本作りをした。 
・博物館ﾆｭｰｽの発行(5回) 
・博物館だよりの発信(No.154-No.208) 
・6月にﾄﾗｲやるｳｲｰｸの実施（25名）、7/31-8/4博物館実習の学生受け入れ。（13名） 
・新人ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ15名の加入とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修（6/16,23,30, 7/7,14) 
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる着付・布ぞうり・機織・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・常設展解説・図書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの定期的な開 
催。 
・9/23源氏物語ﾌﾟﾚ千年紀・離宮公園開園40周年記念「月見の宴」に十二単着付けｸﾞﾙｰﾌﾟ参 
加。 
・レファレンス対応　23件 
＜文化博物館運営協議会＞ 
・文化博物館運営協議会開催(7/31、3/26) 

平成19年度実績 

平成19年度実績 

所管課コメント 
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4 収支状況 

②使用料等の収入 
状況 

5 所管課の評価（第一次評価） 

6 市の指導・監督状況 

①定期報告 

②実地調査・ミー 
ティング 

③利用者アンケー 
ト、苦情・要望等へ 
の対応 

④翌年度の事業計 
画

⑤その他

　翌年度の事業計画については、指定管理者と協議の上、10月末までに提出させ確認した。 
具体的に議論となったのは、展覧会開催時期及び内容であり、特に夏休み期間の展示につ 
いて、翌年度の事業計画に反映させた。

　平成20年4月の春季特別展において、明石で初めての国宝・重要文化財を公開するため、 
文化庁の協議、承認にかかる必要な指導、助言を行った。

　月報、四半期及び年度事業報告の実施について、義務付けている。また、日々の業務日 
報をメールにより提出させている。
　日報では、展覧会、学芸業務の進捗状況及び施設管理業務などを重点的にチェックし必要 
な指示を行った。
　月報では、履行状況の確認を行い、広報の充実等必要な指導を行った。
　四半期の報告では、業務履行確認表を用いて履行状況の確認を行い、事業計画の速やか 
な実施及び広報の迅速化、企画の改善等について指導を行った。
　年度の事業報告では業務履行確認表を用いて履行状況の確認を行い、調査研究の充実、 
広報及び営業活動について指導を行った。

　定例協議は、文化博物館において月1回、例月報告に基づき実施した。協議内容は展覧会 
報告、修繕報告及び協議、貸館対応を主な題材とし、１回の協議は２時間程度実施した。
　事務連絡等で週２～３回程度、職員が出向き、必要に応じミーティング等を実施した。

　利用者からの苦情・要望等は、メール等で即日報告させ、その対応結果と共に月報におい 
て報告させている。
　また市へ直接寄せられた苦情・要望等に関しては、指定管理者へ事実関係を確認の上、 
下記の通り指導・指示を行った。 
・博物館駐車場において、警備員の対応が悪いとの苦情があり、対応策として、指導研修を 
実施するとともに、当該警備員は配転させた。（４月実施） 
・お客様に高齢の方が多く、坂道と階段が苦痛であるとの事に対し、展覧会開催中は、南側 
道路から距離の短い南受付を設置した。（４月実施） 
・博物館南側階段に手摺をつけて欲しいという要望に対し、手摺の取り付けを実施した。（３ 
月実施） 

負担金 

事業費 

物件費 

53千円 

その他 

61,010千円 

平成１９年度実績 

・収支状況については、概ね適正に処理されている。 
・経理処理に遅滞が認められる案件があったため、事務の迅速化を求めた。 
・協定締結額（１６５，５２６千円）は、精算の結果、１６５，４９５千円で決算した。 

利用者アンケート等の顧客満足度において良好な結果が得られ、事業達成度でも、計画ど 
おり適正に実施されている。 
また、概ね適正な収支状況であると認められるとともに、職員研修、個人情報保護や安全面 
での対応など、適正に実施されている。 
以上のことから、平成１９年度において、指定管理者による適正な管理運営がなされている 
と判断する。 
今後とも、市の責任において適正かつ必要な指導、監督に努め、一層の利用者サービス向 
上のため、良好な管理・運営の継続と、明石の歴史・文化に対する調査研究、優れた芸術の 
鑑賞機会の提供、有効な広報・営業活動などの取り組みを求めていく。 

顧客満足度 

事業達成度 

収支状況 

評価項目 所管課コメント 

・使用料収入　１７，４２９千円 

利用料金 

所管課コメント 

①収支状況 

指定管理料 

平成19年度実績 

収　入 191,079千円 支　出 181,330千円 

2,578千円 

人件費 59,402千円 165,495千円 

5,446千円 

47,325千円 

5,516千円 

事務費 

管理費 

17,429千円 

8,155千円 物販・その他 
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7 市民サービスの向上 

取り組みの内容 
（直営時代との比 
較） 

8 行政評価委員会の評価（第二次評価） 

類型 

Ａ
　
Ｂ
　
Ｃ 

Ａ
　
Ｂ
　
Ｃ 

（評価凡例） 

評価項目 

市民サービスの向上が認められる 

市民サービスの向上があまり認められない（市民サービスの向 
上の取り組みが必要） 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

市民サービスの向上が大いに認められる 

適切な指導・監督が大いに認められる 

内　　　容 

適切な指導・監督が認められる 

適切な指導・監督があまり認められない（改善指導等が必要） 

施設の設置者として、指定 
管理者に対し適切な指導・ 

監督ができているか 

指定管理者制度の導入 
後、市民サービスは向上し 

ているか 

委　員　会　コ　　メ　　ン　　ト 

市民サービスの向上 

市の指導・監督状況 

類　型 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

市民サービスの向上 

評価項目 

平成１９年度実績 

・休館日の見直しにより開館日が増加した。開館日数３２４日（H１８年度　２９７日）
　　・休館日の月曜日が祝日の場合、利用者のﾆｰｽﾞに合わせ翌火曜日も開館。（５回実施）
　　・館内整理日(毎月第３火曜日)を廃止。
　　・特別展期間中の休館日を廃止。
　　・年末年始の休館日を短縮。（１２月２７日～１月４日　→　１２月２９日～１月３日） 
・開館時間を30分延長した。（17：00→17：30） 
・各展覧会時に職員によるギャラリートークを2回開催し、好評を得ている。 
・利用者の利便性を考慮し、受付カウンターの改修を行った。 
・「くらしのうつりかわり展」において、映画「母べえ」と連動した展示を行い、観覧者の好評を 
得た。 
・「遠き道展」において、視覚障害者の絵画鑑賞に対する試み(点字ポスター・解説の作成、 
鑑賞ツアー、ワークショップ等)が行われた。また、同展を開催するにあたり、視覚障害者へ 
の接し方に関する研修を行った。 

市の指導・監督状況 

評価基準 
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明石市立高齢者ふれあいの里 
（中崎・大久保・魚住・二見） 

福祉部高年福祉課 

1 指定管理者 

①指定管理者 

②事業期間 

③管理体制 

2 顧客満足度 

①アンケート調査 
の実施状況 

②アンケート調査 
の結果 

③利用者からの 
主な苦情とその対 
応等 

3 事業達成度 

(1) 事業・業務の実施状況 

①運営業務 

平成１９年度 

＜来館者アンケート（１０月実施）＞ 
・自主事業の入場者に、館の雰囲気、職員の対応等について、アンケートを実施。設問数８。
　回答数約６８５。 
＜講座受講者アンケート（１２月、３月実施）＞ 
・講座受講者に自由記入方式でアンケートを実施。 

＜来館者アンケート＞ 
・館の雰囲気・・・満足７９．８％・普通１９．２％・不満１．０％ 
・職員の応対・・・満足８６．９％・普通１２．４％・不満０．７％ 

＜講座受講者アンケート＞ 
・陶芸教室　　　　　　　〈回答数１０〉　「良い勉強になった。また参加したい。」「作陶は初めて

　だ が、創造の面白味が芽生えた。」他 
・ヨガ教室（大久保 ）　〈回答数３２〉「ヨガは初めてであったが、楽しく続けられた。」「身体が

　 軽くなった。これからも続けてほしい。」他 
・ヨガ教室（二見）　　　〈回答数１３〉「身体が柔軟になったようだ。」「これからも続けてほしい。」 

他 

・館内禁煙を求める声があるが、喫煙コーナーでの分煙を徹底し、理解をいただくよう努めてい 
る。 

指定管理業務評価シート 

・アンケート結果から、職員の応対に、満足している者の割合が８７％を占め、また新規事業の 
ヨガ教室にも高い評価を得るなど、実施事業の充実が認められる。 
・指定管理業務のなかでトイレの改修を実施するなど、努力していることは評価できる。 

・正社員８人 
・正社員以外１６人 
(パート８人、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ８人） 
・合計２４人 

平成１９年度実績 

ＤＳＴ・ＤＨＳ・ＮＴＴＦ共同事業体 

平成１９年４月1日～平成２０年３月３１日 

施設名 

所管課名 

所管課コメント 

平成１９年度実績 

＜休館日、開館時間＞ 
・祝祭日を開館日とした。（年間１４日） 
・開館時間を拡大した。（１０：００～１６：００→９：００～１６：００） 

資料１ 
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②維持管理業務 

③自主事業 

④その他の業務 

(2) 施設等の利用状況 

①施設利用状況 

②その他の利用 
状況 

(3) その他 

①職員研修の実 
施状況 

②個人情報保護 
の対応状況 

③情報公開の実 
施状況 

④緊急時等への 
対応状況 

平成１９年度実績 

・公開請求等はない。 

所管課コメント 

・　事業計画どおりに適正な運営や維持管理が行われている。 
・　開館時間の延長、祝祭日の開館等で入場者数１２７，１６３人と昨年度を９，１０４人
　上回っている。 
・　自主事業については、新規の教養講座を開催し、参加者の好評を得るとともに、健康相談
　を各館週１回から各館週２回（大久保は週４回）と拡大し、高齢者の健康維持、健康不安解消
　に努めていることは評価できる。 
・　設備担当従事者を常駐させることで、施設整備の細やかな管理が可能となっている。

　市民相談課実施の市内施設見学会に利用され、市民にＰＲしている。 

・健康相談　大久保月４回、中崎・魚住・二見月２回　　　　延べ　３，１９３人 
・健康体操　各館とも週１回　　　　　　　　　　　　　　　　　　延べ４３，４３１人（自主体操含む） 
・陶芸教室（中崎）１０人、ヨガ教室（大久保）３３人、ヨガ教室（二見）１３人 

・設備等の維持管理については、専門業者による設備機器等の法令点検や定期点検のほか、各 
館２人の設備担当従事者で日常点検、日常管理業務を実施した。 
・修繕業務においては、トイレの一部改修を行うなど、市民サービスの向上のための修繕を実施 
した。 

＜入館者数＞
　中崎　２５，１７０人　大久保　４６，５２８人　魚住　２９，７４８人　二見　２５，７１７人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　１２７，１６３人 

＜貸館業務＞
　延べ３５９日　４，９６５人　各館集会室及び作業所（二見館内）の利用 

平成１９年度実績 

・図書館の図書返却場所に指定（６月から） 
・周辺自治会と連携し一斉清掃や廃品回収に協力した。 
・マンドリン演奏会の開催（魚住）９月２１日　６０名参加 

・社員に対し、接遇研修等を実施（平成１９年３月末）するとともに、ＯＪＴを実施している。 

・個人情報保護について、全社員への研修を実施（平成１９年３月末）し、取扱いについて徹底を 
図っている。また、ＯＪＴを実施している。 

・安全点検リスト及び緊急時対策、防犯、防災マニュアルを作成し、全社員に研修した。 
・６月１８日～２１日、及び１２月３日～７日に、各館で消防訓練を実施した。 
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4 収支状況 

①収支状況 

②使用料等の収 
入状況 

5 所管課の評価（第一次評価） 

6 市の指導・監督状況 

①定期報告 

②実地調査・ミー 
ティング 

③利用者アン 
ケート、苦情・要 
望等への対応 

顧客満足度 

所管課コメント 

評価項目 

収支状況 

・　収支状況については、適正に処理されている。 

・支出実績　　　　　　７８，３４９千円
　人件費　　　　　　　３９，０７２千円
　管理費　　　　　　　２９，９４０千円
　事業費　　　　　　　　　　３９０千円
　その他　　　　　　　　８，９４７千円 

所 管 課 コ メ ン ト 

事業達成度

　月報、四半期及び年度事業報告の実施について、指定管理者との協定書において義務付けて 
いる。
　月報については、業務履行確認表を用いて履行状況の確認を行い、必要な指導を行った。
　四半期の報告では収支状況と、各館の修繕管理状況などを確認するとともに、年度報告では 
１年間の管理運営状況を確認した。

　総合的な実施調査を年に４回行った。施設の安全管理、運営業務に重点を置き調査した。その 
改善指示に対し（主として施設の安全面）再度履行確認をした。このほか随時、市職員が現場に 
赴き簡単な業務の確認など年に８回行った。
　ミーティングは、基本的に月報提出時に１回１時間程度で実施した。ミーティング内容は管理運 
営を主な題材とし、１回のミーティング時間は１時間程度とした。指定管理者の構成団体との協議 
は年４回行った。

　なし 

平成１９年度実績 

・収入実績　　　　７９，４７４千円
　指定管理料　　 ７９，３２９千円
　その他　　　　　　 　　１４５千円

　利用者アンケート等の顧客満足度において概ね良好な結果が得られ、事業達成度でも、利用 
者数が昨年度を上回るなど、概ね事業計画どおり適正に実施されている。
　また、適正な収支状況であると認められるとともに、職員研修、個人情報保護や安全面での対 
応など、適正に実施されている。
　以上のことから、平成19年度において、指定管理者による適正な管理運営がなされていると判 
断する。
　今後とも、市の責任において適正かつ必要な指導、監督に努め、一層の利用者増やサービス 
向上のため、良好な管理・運営の継続と、有効な広報活動などの取り組みを求めていく。

　指定管理者が実施したアンケートの調査結果の報告を受けた。
　利用者からの苦情・要望等は、その対応結果と共に月報において報告させている。
　また市へ直接寄せられた苦情・要望等に関しては、指定管理者へ事実関係を確認の上、必要 
な指示を行った。（公衆浴場閉鎖に伴う浴室の混雑解消のため、入浴時間等の延長の要望、カラ 
オケの順番、分煙の徹底） 

平成１９年度実績 
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④翌年度の事業 
計画 

7 市民サービスの向上 

取り組みの内容 
（直営時代との比 
較） 

8 行政評価委員会の評価（第二次評価） 

評価基準 類型 

施設の設置者として、指定 
管理者に対し適切な指導・ 
監督ができているか 

Ａ
　
Ｂ
　
Ｃ 

指定管理者制度の導入 
後、市民サービスは向上し 
ているか 

Ａ
　
Ｂ
　
Ｃ 

（評価凡例） 

評価項目 類　型 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 適切な指導・監督があまり認められない（改善指導等が必要） 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 
市民サービスの向上があまり認められない（市民サービスの向上の 
取り組みが必要） 

市の指導・監督状 
況 

内　　　容 

市民サービスの向 
上 

適切な指導・監督が大いに認められる 

適切な指導・監督が認められる 

市民サービスの向上が大いに認められる 

市民サービスの向上が認められる 

・開館時間の延長、祝祭日の開館等（年間１４日）で昨年度の入館者を上回っている。 
・新たに図書館の図書返却場所として指定され、実績を上げている。 
・アンケート結果から、職員の応対について一定の評価を得ている。 
・施設設備に関する利用者からの改善要請に対して、迅速に対応（トイレ改修の実施など）するよ 
う努力していることは、高く評価できる。 

平成１９年度実績

　翌年度の事業計画については、指定管理者と計２回検討し、８月末までに提出させ確認した。 
教養講座の開催内容、健康相談などについて話し合った。（健康相談・栄養相談の実施に 

ついて話し合った） 

評価項目 

市の指導・監督状況 

市民サービスの向上 

委　員　会　コ　　メ　　ン　　ト 
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明石市立少年自然の家 

教育委員会事務局　社会教育室青少年対策課 

1 指定管理者 

①指定管理者 

②事業期間 

③管理体制 

2 顧客満足度 

①アンケート調査 
の実施状況 

②アンケート調査 
の結果 

③利用者からの 
主な苦情とその対 
応等 

3 事業達成度 

(1) 事業・業務の実施状況 

①運営業務 

所管課コメント 

平成１９年度実績 

＜開所日の増加＞ 
・繁忙期（5月～8月）は休館日の月曜日・祝日も開所 
＜小グループの受け入れ＞ 
・15人以上の予約が入っている日は、5人以上のグループ・家族利用の受け入れを実施 
＜設備の改善＞ 
・リーダー宿泊室に冷蔵庫、館内に自動販売機をそれぞれ設置 

指定管理業務評価シート 

・アンケート結果から、職員の対応に「大変良い」「良い」が80％近くを占め、総合評価でも「大変 
満足」「満足｝の割合が80％近い数字を占めている。自主事業に対する評価も高い。事業内容 
が充実し、接客対応も向上していることが認められる。 

・正社員１人 
・正社員以外１３人 
(契約社員4人、派遣社員3人、臨時社員１人、委託社員５人） 
・合計１４人 

平成１９年度実績 

株式会社小学館集英社プロダクション 

平成１９年４月1日～平成２０年３月３１日 

施設名 

所管課名 

平成１９年度 

＜来館者アンケート（平成１９年４月～平成２０年３月実施）＞ 
・自主事業の参加者対象（回答数４２３） 
＜貸館利用者アンケート（平成１９年５月～平成２０年３月実施）＞ 
・貸館の利用者に施設、職員の対応等について、アンケートを実施（回答数７９） 

＜来館者アンケート＞ 
・事業全体・・・楽しかった93.1％ 　普通4.3％　楽しくなかった1.4％ 
＜貸館利用者アンケート＞ 
・使用料・・・とても安い36.8％　安い31.6％　普通27.6％　高い2.6％ 
・職員の対応・・・大変良い50.0％ 良い29.5％　普通15.4％　悪い3.8％ 
・総合評価・・・大変満足34.6％　　満足43.6％ 普通16.7％　不満3.8％ 

・食事の内容に不満の意見が寄せられ、食堂業者に改善を要望した。 
・体育館の窓を開けての使用ができないことに不満の声があり、近隣住民への騒音軽減対策と 
いうことで理解を求めた。 

資料 1 
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②維持管理業務 

③自主事業 

④その他の業務 

(2) 施設等の利用状況 

①施設利用状況 

②その他の利用 
状況 

(3) その他 

①職員研修の実 
施状況 

②個人情報保護 
の対応状況 

③情報公開の実 
施状況 

④緊急時等への 
対応状況 

⑤その他 

平成１９年度実績 

・４月１７日～１８日　カヌー研修（操船技術、海の環境、人員配置、レスキュー） 
・４月１７日　野外料理研修 
・６月９日　市民救命士講習 
・７月３日～４日　海洋プログラム研修 
・１０月３１日　花壇作り講習 
・２月１６日　自衛消防訓練 

所管課コメント 

・明石市個人情報保護条例のほか、指定管理基本協定書の「個人情報取扱特記事項」、及び 
小学館個人情報取扱ガイドラインの遵守について、職員間の考え方を確認し、指導を行ってい 
る。 

・ホームページでの案内、少年自然の家通信の発行、小学校を通じた児童へのチラシ配布など 
でＰＲに努力されている。 

・市の情報公開制度に従って実施している。 
・公開請求等はなし。 
・「明石市行政オンブズマンに関する覚書」を交換（７月） 

・危機管理対策マニュアル、安全管理対策マニュアルを作成し、職員に徹底を図っている。 
・２月１６日に消防訓練を実施した。 
・市民救命士の資格を全職員とボランティアリーダーが取得した。 

・　５人以上のグループの受け入れや繁忙期（５月～８月）の無休運営など利用者の増加を図っ 
ている。 
・　昨年度以上の自主事業が実施され、応募が多い事業は可能な限り受け入れて希望者の期 
待に応えるよう努力されており、利用人数も増加している。 
・　閑散期の宿泊利用者増の対策が課題である。 

平成１９年度実績 

・輝く瞳っ子（不登校児童生徒対策）、トライやるウイークでも積極的に受け入れを行っている。 

・２１事業（当初計画２０、追加１）を実施した。（平成18年度実績１８事業） 
＜新規事業＞ 
・明石ぼうけんクラブ　３２名参加　（５月１９日～３月１５日　１１回） 
・ジュニアリーダー研修 　５名参加　（５月１２日～３月１５日　２２回） 
・小学生長期サマーキャンプ　２２名参加　（７月３０日～８月４日　５泊６日） 
・キャンドルアート　１６５名参加（１２月２１日） 

・野外炊飯場のテーブルや厨房設備等の老朽化に伴う改修を行った。 
・専門的視点による日常管理や毎月の法令点検等を実施した。 

＜利用状況＞ 
・宿泊利用１０，６８６人、日帰り利用３０，１２３人、年間実利用人数４０，８０９人（前年度比１０ 
６．３％） 
※参考＜施設ごとの利用状況＞ 
・宿泊室　　２４７団体　１０，６８６人 
・体育館　　７８０団体　２３，３８４人 
・研修室　　２１２団体　　７，５８８人 
・実習室　　　８９団体　　３，５０８人 
・スポーツゾーン　　３２６団体　１５，８４６人 
・野外炊飯場　　　　２０６団体　　９，６５６人 
・キャンプファイアー場　　２２団体　　８９４人 

・近隣住民との意見交換の場を設置した。 
・浴場の二重窓化、スポーツゾーンのフェンス改修で苦情に対応した。 
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4 収支状況 

①収支状況 

②使用料等の収 
入状況 

5 所管課の評価（第一次評価） 

6 市の指導・監督状況 

①定期報告 

②実地調査・ミー 
ティング 

③利用者アン 
ケート、苦情・要 
望等への対応 

④翌年度の事業 
計画

　日報、月報、四半期及び年度の事業報告を指定管理者との協定書において義務付けている。
　日報については、減免適用の有無、使用料の金額などを重点的にチェックし、確認や修正の 
指示を行った。月報については、業務履行確認表を用いて履行状況の確認を行い、事業実施 
状況や苦情対応について必要な指導を行った。四半期の報告及び年度の事業報告では、統計 
資料を確認するとともに、職員の就労状況や事業実施の反省点について意見交換を行い、次 
年度の実施に向けた指導を行った。

　自主事業実施の際は担当課職員も立会い、安全対策、参加状況、実施内容などを確認した。 
また、５月の連休、夏休み、年末年始の長期休暇の前には担当課職員と合同で施設の安全点 
検を行った。このほか随時、担当課職員が施設や現場に赴き、業務や苦情内容などを直接確 
認し、必要な指示を行った。
　毎月の月例報告については、当該月の資料提出を翌月１０日までに求め、毎月１５日に少年 
自然の家所長による説明を受けるとともに、必要な改善指示を行った。当初計画になかった新 
規事業（１２月のキャンドルアート）の実施や宿泊利用申込時期の変更（３か月前からを６か月前 
からに）などの提案を受け、安全面での配慮や利用者への周知徹底を求めた上で了承した。 

所管課コメント 

収支状況 

・収支状況については、適正に処理されている。 

・使用料収入　４，７０９千円（平成１８年度２，８９８千円） 

平成１９年度実績 

・収入実績　　９２百万円 
指定管理料　　　８１ 
使用料　　　　　　　５ 
自主事業参加費　３ 
行政財産使用料　１ 
その他　　　　　　　２ 

・支出実績　９１百万円 
人件費　　　　　　　　４６ 
運営費　　　　　　　　３５ 
使用料　　　　　　　　　５ 
自主事業活動費　　　３ 
行政財産使用料　　　１ 
その他　　　　　　　　　１ 

評価項目 所 管 課 コ メ ン ト 

顧客満足度 

事業達成度

　利用者アンケート等の顧客満足度において概ね良好な結果が得られ、事業達成度でも自主 
事業数や利用件数が昨年度を上回るなど、概ね事業計画どおり適正に実施されている。
　また、使用料収入が大幅に増加するとともに、適正な収支状況であると認められ、安全面での 
対応や個人情報保護の徹底など、適正に実施されている。
　以上のことから、平成19年度において、指定管理者による適正な管理運営がなされていると 
判断する。
　今後はアンケートの回収率を高め、利用者ニーズの的確な把握を求めるとともに、事業数の 
増加で職員が労働過多とならないよう注意を促しながら、引き続き適正かつ必要な指導、監督 
を行い、一層の利用者増やサービス向上のため、良好な管理・運営の継続に向けた取り組みを 
求めていく。

　指定管理者が実施したアンケートの調査結果の報告を受け、利用者の評価が高かったことを 
担当課としても評価する一方、さらに利用者の意見を運営に活かすために回収率を高める方策 
を検討するよう指示した。
　利用者からの苦情・要望等は、その対応結果とともに月報において報告させている。
　また、市へ直接寄せられた苦情・要望等に関しては、指定管理者に事実関係を確認の上、改 
善を指示するとともに、騒音や安全対策について指定管理者と協議し、浴室の二重窓の設置、 
スポーツゾーンフェンスの改修などの対策を講じた。

　翌年度の事業計画については、指定管理者から受ける月例報告のつど検討し、１０月末まで 
に提出させ確認した。具体的に議論となったのは、運営協議会でも意見が出された「募集定員 
を大幅に上回る応募があった自主事業の明石ぼうけんクラブは複数開催してはどうか」という点 
であったが、年間を通して行う事業であるため現在の職員体制では負担が大きく、安全面で不 
安があるため、回数増は見送り、対象年齢を絞ることで、翌年度の事業計画に反映させた。 

平成１９年度実績 
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⑤その他 

7 市民サービスの向上 

取り組みの内容 
（直営時代との比 
較） 

8 行政評価委員会の評価（第二次評価） 

評価基準 類型 

施設の設置者として、指 
定管理者に対し適切な 
指導・監督ができている 
か 

Ａ
　
Ｂ
　
Ｃ 

指定管理者制度の導入 
後、市民サービスは向 
上しているか 

Ａ
　
Ｂ
　
Ｃ 

（評価凡例） 

評価項目 類　型 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 適切な指導・監督があまり認められない（改善指導等が必要） 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

委　員　会　コ　　メ　　ン　　ト 

・青少年の健全育成、利用者の拡大、地域との交流を図るという３つの明確な年間目標を持ち、 
その実現に向けて努力されている。 
・自主事業の数を増加した。年間事業数２１（内訳　継続1７、新規４）。 
・宿泊者向けのプログラムを増やした。 
・正面玄関前の芝生を開放し常時利用できるようにしたため、入所者の活動の場が広がった。 
・近隣住民への少年自然の家の事業や予約状況などの情報提供を毎月行い、理解を得るよう 
に努めた。 
・ホームページを開設し、情報提供の充実を図った。 
・アンケート結果から、自主事業の内容や職員の応対について高い評価を得ている。 
・海に近いという少年自然の家の立地条件を活かしたカヌーやヨットなどの海洋プログラム実施 
にあたり、職員全員が市民救命士の資格を取得し、地元漁協との関係も良好で、ヨットクラブの 
協力も得るなど安全に十分配慮して実施されており、参加者の満足度も高い。 

評価項目 

市の指導・監督状況 

市民サービスの向上 

市民サービスの向上があまり認められない（市民サービスの向上の取 
り組みが必要） 

市の指導・監督状 
況 

内　　　容 

市民サービスの向 
上 

適切な指導・監督が大いに認められる 

適切な指導・監督が認められる 

市民サービスの向上が大いに認められる 

市民サービスの向上が認められる 

平成１９年度実績

　本市の少年自然の家は住宅地に隣接しているため、これまでも近隣住民から苦情が寄せられ 
ていた。こうした苦情を直接聞く場を指定管理者と担当課とが合同で設定し、その解決にあたっ 
た。特に長年の課題であった、宿泊者による夜間の騒音と施設内にある樹木の落ち葉が近隣に 
舞い込むことの２点については、音が近隣に響きやすい浴室の窓を二重窓にして騒音の軽減化 
を図るとともに、住宅に隣接する樹木を他の場所に移植する措置をとった。その後も指定管理者 
において新たな取り組みとして自治会や近隣住民との良好な関係づくりに向け、定期的な懇談 
会を開催して情報の提供に努め、苦情の早期解決にあたっている。 
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