
大蔵海岸施設 

1 指定管理者 

平成１７年度（前年度） 

①指定管理者 委託（明石市緑化公園協会） 

②事業期間 

2 顧客満足度 

平成１７年度（前年度）実施結果 

①アンケート調査 
の実施状況 

＜利用者アンケート（１０月実施）＞ 
大蔵海岸施設の来場者を対象に、職員の対応、施設の使 
いやすさ等についてアンケートを実施。（回答数　1回目１１９ 
２回目９０） 

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 

・アンケート結果から、利用にかかる満足度は、施設の使いやすさや園内環境などには多くみられるが、 
催物については満足度は低く、利用者が満足できるよう計画的な開催や内容の改善が必要と考える。 

・犬の散歩のマナーとバイクの通行につい 
ての苦情があり、園内放送を通じて注意を 
呼びかけたほか、犬の散歩のマナーにつ 
いては、違反者に直接、注意を呼びかけ 
た。バイクの通行については、園内巡視の 
際に、バイク走行中の利用者に注意を呼び 
かけた。 

所管課コメント 

実施していない 

指定管理業務評価シート 

平成１８年度 

（株）神戸新聞事業社明石支社 

土木部海岸・治水課 
土木部放置自転車対策課 
都市整備部公園課 

所管課 

・正規職員５人 
・正規職員以外８人 
（嘱託職員７人、臨時職員１人） 
・合計１３人 
※大蔵海岸公園を含む市内３３公園を管 
理 

平成１８年４月1日～平成１９年３月３１日 

常駐 
・正社員２人 
・正社員以外２人 
(契約社員１人、アルバイト１人） 
非常勤（本社兼務） 
・正社員６人 
(渉外担当、経理担当、総務担当、広報担当、企画担当ほ 
か) 
合計１０人 

平成１８年度実績 

＜利用者アンケート＞ 
・職員の対応
　　　　　（１回目）満足５６．４％普通４３．６％不満　０．０％
　　　　　（２回目）満足５６．７％普通４３．３％不満　０．０％ 
・施設の使いやすさ
　　　　　（１回目）満足６０．９％普通３７．４％不満　１．７％
　　　　　（２回目）満足５６．７％普通４０．０％不満　３．３％ 
・各種催物
　　　　　（１回目）満足２２．１％普通７３．５％不満　４．４％
　　　　　（２回目）満足４６．７％普通５１．１％不満　２．２％ 
・園内環境
　　　　　（１回目）満足７２．０％普通２５．４％不満　２．６％
　　　　　（２回目）満足７０．０％普通３０．０％不満　０．０％ 
・全体的満足度
　　　　　（１回目）満足７７．３％普通２１．０％不満　１．７％
　　　　　（２回目）満足７１．１％普通２８．９％不満　０．０％ 

・犬の散歩のマナーについては、前年度に引き続き取り組 
むとともに、市職員と連携して啓発活動を行った。 
・バイクの通行についても、前年度と同様に取り組むととも 
に、主要な入口に通行禁止の看板を設置し注意を促した。 
・その他日陰を要望する声も多く、明石市において施設の改 
修を行った。 

③管理体制 

施設名 

資料1 
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3 事業達成度 

(1) 事業・業務の実施状況 平成１７年度（前年度）実施結果 

④その他の業務 
・明石市・国土交通省と合同砂浜点検
　　１０月６日、１月２４日 

(2) 施設等の利用状況 平成１７年度（前年度）実施結果 

・勤務のローテーションを工夫し、土・日曜日及び祝祭日、 
年末年始も休まず、年間を通じて業務を行うことで、利用者 
の便宜を図り、施設の維持管理に万全を期した。（営業時間 
９：００～１８：００） 

・前年度と同様の維持管理業務に加え、こども広場の維持 
管理業務を指定管理業務として実施した。 
・日常業務で発見した損傷等についても、前年度と同様に、 
応急措置を行った後、必要な補修業務を実施した。 

・明石市・国土交通省と合同砂浜点検
　　４月１９日、６月２６日、１０月３０日、１月３０日 

１３事業を実施
　主な事業
　・「大蔵海岸こどもフェスティバル」
　　　　風船作りほか　参加者　約１，２００人（５月５日、６日）
　・シーサイドバーベキューレストランの営業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６月１日～１０月３１日）
　・海水浴場開設
　　　　利用者　４７，８７０人　　　　　　（７月２日～８月２７日）
　・海水浴場オープニングイベント
　　　　安全祈願祭、コンサート、ラジオ公開録音　（７月２日）
　・海水浴場ファイナルイベント
　　　　朝霧太鼓、ジャズ演奏　　　　　　　　　　　　（８月２７日）
　・リサイクルフリーマーケット
　　　　参加者　約１，０００人　　　　　　　　　　　（１０月２９日）
　・リサイクルフリーマーケット
　　　　参加者　約１，２００人　　　　　　　　　　　　（３月１８日） 

＜駐車場の利用状況＞ 
・利用台数　１１８，６４３台 
＜海水浴場＞ 
・海水浴場は開設できなかった。 

・園内の植栽管理のほか、駐車場機器の 
点検・整備、マーメイド号の保守点検、その 
他園内各施設の点検・保守整備を行った。 
また日常業務の一環として、点検中に発見 
した異常については応急処置を行い、関係 
課と相談の上、必要な修理作業を実施し 
た。 
市から業者委託により事業を実施。
　・バーベキューサイト運営
　　　　　　　　　　　（７月３０日～１０月３１日）
　・大蔵海岸砂浜オープニングセレモニー
　　　　参加者　約５００人　　　　（９月１７日）
　・ミニコンサート＆砂浜イベント
　　　　参加者　約２，０００人
　　　　　　　　　　　　　　　（９月１８日、１９日）
　・ニュースポーツイベント
　　　　参加者　約３，５００人
　　　　　　　　　　　（１０月８日～１０月１０日）
　・フリーマーケット
　　　　参加者　約５００人　　　（１０月２９ 
日）
　・ビーチサッカー
　　　　参加者　約２，０００人　（１０月３０ 
日） 
※大蔵海岸安全対策工事及び野鳥産卵に 
より、砂浜を閉鎖していたため、海水浴場 
は開設できなかった。 

①運営業務 

②維持管理業務 

①施設利用状況 

③自主事業 

②その他の利用状 
況 

平成１８年度実績 

・フライングディスク大会　　　　　　　（６月１１日、１０月２９ 
日） 
・明石市長杯関西大学ビーチバレー男女選手権大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７月８日、９日） 

平成１８年度実績 

＜駐車場の利用状況＞ 
・利用台数　１０５，１８４台 
＜海水浴場の利用状況＞ 
・利用者数　　４７，８７０人 

・土・日曜日及び祝祭日、年末年始は、公 
園管理事務所を閉館していた。 
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(3) その他 平成１７年度（前年度）実施結果 

・大蔵海岸管理マニュアルに基づき安全管 
理に努めた。 

・大蔵海岸管理マニュアルに基づき、内部 
研修を行った。 
・農薬取扱いなど、外部研修に派遣した。 

・個人情報保護条例に基づき、取扱いにつ 
いて徹底を図った。 

・公開請求等はない。 

①職員研修の実施 
状況 

⑤その他 

②個人情報保護の 
対応状況 

④緊急時等への対 
応状況 

・公開請求等はない。 

・大蔵海岸管理マニュアルに基づき安全管理に努めたほ 
か、安全点検リスト及び危機管理マニュアルを作成し、４月 
に業務従事者への研修を実施した。 

平成１８年度実績 

・マニュアルを作成して４月に研修を実施し、取り扱いにつ 
いて徹底を図った。 

指定管理者による研修
　・指定管理業務について　　　　　　　２回実施（３月、４月）
　・安全の取り組みについて　　　　　　１回実施（４月）
　・個人情報保護について　　　　　　　１回実施（４月） 
明石市職員による研修
　・安全、安心の取り組みについて　　２回実施（６月、１月） 

所管課コメント 

・勤務のローテーションを効率的に行うことで、年間を通じて業務を実施し、利用者の便宜を図り、施設 
の維持管理を行ったが、ローテーションにより常駐職員が少ないときには、十分な対応が取れなかったこ 
ともあった。 
・自主事業については、利用者の満足度及び利用率の向上を図るため、計画的な実施、内容の充実を 
指導した。定着しつつある催物もあるが、不十分なところもあり、改善が必要と考える。 
・状況把握を円滑かつ的確に行うため、速やかな情報伝達、きめ細かな情報収集の徹底を指導してき 
た。改善はみられるが十分とはいえないため、指導を続けている。 

③情報公開の実施 
状況 
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4 収支状況 

平成１７年度（前年度）実施結果 

5 総合評価 

総
合
評
価 

（凡例） 

Ａ⇒事業計画等に定める水準を上回っている　　Ｂ⇒事業計画等に定める水準を満たしている 

Ｃ⇒事業計画等に定める水準を満たしていない（改善指導等が必要） 

平成１８年度実績 

・平成１７年度実績　　　１１４，４６０千円
　人件費　　　　　　　  　４０，３０２千円
　管理費　　　　　　　　　５８，１４８千円
　一般経費　　　　　 　　１６，０１０千円 

・駐車場収入　１６，６９６千円 

・収入実績　１１４，０８６千円
　指定管理料
　　　　　　１１０，９９８千円
　自動販売機手数料
　　　　　　　　３，０８８千円 

・支出実績　１１４，０８６千円
　人件費　　３０，９８１千円
　管理費　　５８，５７３千円
　一般経費 ２０，１９５千円
　事業費　　　４，３３７千円 

所管課コメント

　収支状況は適正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。
　利用者アンケートの結果や、自主事業の実施状況から、催物の計画的な開催や内容の充実により、利 
用者の満足度及び利用率の向上を図るよう改善の必要がある。
　平成１８年度においては概ね適正な管理運営がなされていると判断するが、今後より一層、安心して安 
全に利用できるよう、またサービス向上をめざして、管理・運営の継続的な改善を求めていくとともに、市 
としても指導、監督に努める。 

②使用料等の収入 
状況 

①収支状況 

・駐車場収入　２３，７８０千円 

所管課コメント ・　収支状況については、自動販売機売上が見込額より少なかったが、適正に処理されている。 

行政評価委員会の外部評価 
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満足度分析 

（アンケート参加者　１１９名） 

（アンケート参加者　　９０名） 

ほぼ要望をみたしていると考える。 

ほぼ要望をみたしていると考える。 

言葉使いや笑顔の対応など 

の教育を徹底したい。 

催物の開催回数を増やす必 

要がある。 

広報の方法を再検討したい。 

ほぼ要望をみたしていると考える。 

１　総則

　顧客満足度自己評価

　利用者アンケート

　職員の勤務状況等 

２　顧客満足度

　指定管理者

　施設名

　事業期間 

・　全体的満足度でかなり高評価であったが、個別で見れば職員対応や各種催物

　　の実施等で、改善が必要であることが分かる。今後職員や委託職員の意識改

　　革を図り、利用者の満足度を高める方策を講じていく。

　管理体制

　株式会社　神戸新聞事業社　明石支社

　大蔵海岸公園・大蔵海岸海峡広場・大蔵海岸駐車場

　平成１８年4月１日から平成19年3月31日まで

　施設の使いやすさ 

なお、その他警備業務、清掃業務についても同様の勤務状況で業務を行った。 

勤務時間は管理事務所が９時～１８時、警備業務が８時～１８時、夜間警備業務が 

１９時～５時（指定日）、清掃業務が８時～１１時であった。 

実施状況(実績) 

大蔵海岸公園の指定管理移行にともなう、市民の 

項目 

考えを調査するため、移行６ヶ月後に実施。 

第１回　　平成１８年１０月１１日（水）～１３日（金） 

第２回　　平成１８年１０月２９日（日）

　園内環境

　職員の対応

　各種催物

　海水浴場の認知度

　全体的満足度

　その他要望 

利
用
者
の
声 

大蔵海岸施設指定管理業務は管理事務所長、警備本部長、施設部長、事務職員 

の4名の常勤職員及び5名の非常勤職員で構成し、年間管理業務を行った。 

また、その他業務については警備会社2社（常勤警備員7名、繁忙期応援別途）と 

植栽管理1社（非常勤作業員4名）、清掃業務1社（常勤従業員12名、非常勤従業員 

1名）で構成し、合計３３名で施設管理業務を行った。 

公園の管理業務が年間無休のため、常勤職員は交代で休暇を取り、業務を行った。 

どちらとも言えないが平均　６３．５％ 

満足が平均　５９．０％、不満足が平均　２．５％ 

どちらとも言えないが平均　３８．５％ 

満足が平均　７１．２％、不満足が平均　１．４％ 

どちらとも言えないが平均　２７．４％ 

知っていた　　 ６７．８％ 

満足が平均　５６．５％、不満足が平均　０％ 

の開催、子供遊具の増設等の要望があった。 

指定管理者事業報告書 

知らなかった　３２．２％ 

満足が平均　７５．０％、不満足が平均　０．５％ 

どちらとも言えないが平均　２４．５％ 

日陰が欲しい、ペットのマナー改善、各種イベント 

どちらとも言えないが平均　４３．５％ 

満足が平均　３３．０％、不満足が平均　３．５％ 
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事業計画 実施状況(実績) 達成度分析 

開園日・時間 無休、９時～１８時 無休、９時～１８時 計画通り実施した。 

受付案内 計画通り実施した。 

広報・宣伝 

清掃 

植栽管理 

修繕・保守 
業務仕様書に基づき実 
施する。 

仕様書に基づき適宜・適 
正に実施した。 

計画通り実施した。 

事業数 10 13 

Ａ事業(時期、内容、 
参加者数等） 

５月５～６日「こどもフェスタ」 
5００名 

５月５～６日「こどもフェスタ」 
12００名 

屋台の販売が低調で検討の必要 
有り。 

B事業(時期、内容、 
参加者数等） 

６月１日「バーベキューレスト 
ラン」 

６月１日「バーベキューレスト 
ラン」 

海水浴客が低迷し、利用者数が伸 
びなかった。 

C事業(時期、内容、 
参加者数等） 

７月２日～８月２７日「海水浴 
場」オープン　８０、０００名 

７月１日～８月２７日「海水浴 
場」オープン　４７、８７０名 

当初利用予定数に達しなかった。 

D事業(時期、内容、 
参加者数等） 

７月２日海水浴オープニング 
イベント「コンサート」他 

７月２日海水浴オープニング 
イベント「コンサート」他 

好評であった。 

E事業(時期、内容、 
参加者数等） 

８月２７日海水浴ファイナル 
イベント「コンサート」他 

８月２７日海水浴ファイナルイ 
ベント「コンサート」他 

好評であった。 

F事業(時期、内容、 
参加者数等） 

１０月２９日「リサイクル・フ 
リーマーケット」　５００名 

１０月２９日「リサイクル・フ 
リーマーケット」　１０００名 

好評であった。 

G事業(時期、内容、 
参加者数等） 

１２月２９日～１月１４日大蔵 
海岸東地区ライトアップ 

「大蔵海岸イルミネーション」 
次期開催にはボリュームアップが 
必要。 

H事業(時期、内容、 
参加者数等） 

３月１８日「リサイクル・フリー 
マーケット」　５００名 

３月１８日「リサイクル・フリー 
マーケット」　１２００名 

好評であった。 

職員研修 
月1回の通常研修と年 
４回の特別研修を行う。 

業務チェックを中心に計 
画通り実施した。 

研修成果の達成度を判断し、研修 
内容の見直しが必要。 

個人情報保護 
明石市個人情報保護 
条例を遵守し業務を行 
う。 

条例に基づき適正に業 
務を行った。 

適正に対応できた。 

情報公開 
明石市情報公開条例 
を遵守し業務を行う。 

情報公開の要望は無 
かった。 

適正に対応できた。 

緊急対応 
緊急対応マニュアルに 
基づき業務を行う。 

マニュアルに基づき業務 
を行った。 

緊急時の連絡に一部不手際があ 
り、対応の徹底を行った。 

一層強化していきたい。

　自主事業では、イベントの開催計画の見直しが必要で、次年度は公園の趣旨に 

合致したイベントの開催を進めていきたい。 

新聞による広報が主体であった 
が、ラジオやテレビ、情報誌の活用 
が不十分であった。 

公園内、管理棟等の施 
設の清掃を業務仕様書 
に基づき実施する。 

年間無休で公園内各施 
設の清掃を業務仕様書 
に基づき実施した他、繁 
忙期には延長作業を 
行った。 

公園内の芝生や樹木 
管理を業務仕様書に基 
づき実施する。 

芝生や樹木管理を仕様 
書に基づき実施した他、 
新たに樹木の植栽によ 
る、修景作業を行った。 

通常業務はほぼ予定通り実施でき 
たが、犬のフンの放置問題はより 
積極的な対応が必要である。 

計画通り実施した。 

園内案内、バーベ 
キュ、海水浴関連の案 
内を行う。 

園内案内、バーべキュ 
の営業、海水浴関係の 
案内を行った。問合せは 
主に電話によるもので 
あった。 

新聞広報を中心に実施 

新聞広報を中心にラジ 
オの公開放送や情報誌、 
ミニコミ誌を中心に広報 
を行った。

　運営面では、１年間を通して無休で業務を行い、当初計画は達成したが、広報・宣 

伝面では広範囲対象の告知方法を検討したい。

　維持管理では、清掃・植栽・修繕・保守管理で計画は達成したが、清掃で犬のフン 

を減らす取組を進めているが、利用者への呼びかけや看板の設置等の啓蒙活動を 

そ
の
他
業
務 

３　事業達成度 

事業達成度自己評価 

業務 

運
営
業
務

維
持
管
理
業
務

自
主
事
業 
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収支計画 実施状況 

指定管理料 109,990,000 110,997,407 追加修繕費1、007、407円あり 

自主事業収入 8,400,000 3,088,302 飲料自販機の売上が低調のため 

収入合計 118,390,000 114,085,709 

人件費 30,960,000 30,980,723 

消耗品費 735,000 130,709 

備品購入費 1,260,000 925,680 

光熱水費 6,930,000 8,556,948 収支計画の23.5％増 

修繕費 3,000,000 4,007,407 

委託料 61,469,100 58,572,620 収支計画の4.7％減 

保険料 378,000 298,370 

公租公課費 175,000 120,000 

自主事業費 3,100,000 4,337,445 

その他経費 3,588,500 2,427,433 

一般管理費 6,794,400 3,728,374 収支計画の45.0％減 

支出合計 118,390,000 114,085,709 

0 0 

92.9% 97.3% 

7.1% 2.7% 

26.2% 27.2% 

51.9% 51.3% 

2.6% 3.8% 

善が必要であるし、公園利用者のマナー向上のための告知方法についても 

、園内放送の徹底や看板設置、啓蒙活動の強化が重要と考えている。 

次年度はこれらの反省点を踏まえ、より親しまれる公園運営を目指したい。 

事
業
収
支 

執行状況分析 

（自主事業収入／収入) 

人件費比率 
（人件費／支出) 

収
入

支
出 

収支 

４　収支状況 

項目 

指定管理料収入比率 
（指定管理料／収入) 

自主事業収入比率 

（委託料／支出) 

自主事業比率 
（自主事業費／支出) 

第三者委託比率 

特定財源の飲料自販機の収入が予算の36.7％と大きく減収した他、支出で 

は光熱水費が23.5％増となり、初年度の予算編成に無理があったが、次年 

度運営に生かしたい。 

収支状況自己評価 

５　　総合評価 

指定管理者としての初年度が過ぎたが、一部業務で認識不足から不都合が 

有ったが、海岸・治水課、公園課、駐車・駐輪対策課の関係３課と連携し、業 

務計画を達成出来たと考えている。 

指定管理者自己評価 

ただ、個別に見れば、利用者への対応やイベントの内容、実施回数などに改 

3



明石駅前立体駐車場 

土木部交通政策室放置自転車対策課 

1 指定管理者 

平成１７年度（前年度） 

①指定管理者 委託（明石市都市施設公社） 

②事業期間 

2 顧客満足度 

平成１７年度（前年度）実施結果 

嘱託職員　2.7名 
臨時職員　1.4名 
（シルバー人材センター　　7名、清掃員　2 
名） 

所管課コメント
　アンケート結果から、事業内容や職員の応対、及び全体的満足度において概ね良好な回答を得ている 
が、今後、レベル低下をきたすことなく、さらに顧客満足度が増すよう、職員の接遇研修等の取り組みが 
必要である。 

・定期券を日曜、祝日も利用できるようにして欲しい。 
・料金を下げて欲しい。 

①アンケート調査 
の実施状況 

③利用者からの主 
な苦情とその対応 
等 

②アンケート調査 
の結果 

＜利用者アンケート（H１８年１０月実施）＞ 
・駐車場利用者対象（回答数４６） 

・職員の対応・・・満足62.2％ 普通37.8％不満0％ 
・施設の使いやすさ・・・満足73.9％ 普通23.9％不満2.2％ 
・館内環境・・・満足58.7％ 普通41.3％不満0％ 
・全体満足度・・・満足71.1％ 普通28.9％不満0％ 

指定管理業務評価シート 

平成１８年度 

MHIｼﾞｪﾈﾗﾙｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ・三菱重工ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 

施設名 

所管課 

平成１８年４月1日～平成１９年３月３１日 

③管理体制 

・正社員　1名 
・正社員以外　９名　　（シルバー人材センター　7名、清掃員 
2名）
　　　　　合計　10名 

平成１８年度実績 

1



3 事業達成度 

(1) 事業・業務の実施状況 平成１７年度（前年度）実施結果 

(2) 施設等の利用状況 平成１７年度（前年度）実施結果 

利用台数　188,356台 

①運営業務 

平成１８年度実績 

・設備等の維持管理については、委託業務従事者による日 
常点検を実施し、法定点検・月例点検は専門業者により的 
確に実施した。 
・修繕業務については、市との連絡を密にし、実施遂行して 
いる。 

平成１８年度実績 

①施設利用状況 

②その他の利用状 
況 

②維持管理業務 

④その他の業務 

③自主事業 

・営業時間、利用料金等、前年同様、明石市立自動車駐車 
場の設置及び管理に関する条例に基づいた運営管理を行っ 
ている。 

条例に基づいた駐車場の運営管理 

日常点検により、不具合箇所の補修を行 
う。 

利用台数　　184,688台 

2



(3) その他 平成１７年度（前年度）実施結果 

・ホームページを開設し、明石駅前立体駐車場の利用促進 
に努めている。 
・従事職員に対する接遇マナー研修が計画実施されており、 
顧客満足度向上に努めている。 

平成１８年度実績 

所管課コメント

　
・年中無休の業務を特にトラブルなく適正に遂行し、指定管理業務の初年度の役割を誠実に果たしてい 
る。 
引き続き適正な業務運営、維持管理業務の実施を求めていく。 

・個人情報マニュアルに基づく説明 

・公開請求等はない。 

・危機管理マニュアルの作成 
・緊急連絡体制の構築 

従業員研修計画を策定 
・接遇マナー、コンプライアンス研修等を実施 

①職員研修の実施 
状況 

⑤その他 

②個人情報保護の 
対応状況 

④緊急時等への対 
応状況 

③情報公開の実施 
状況 

施設安全管理マニュアルに基づき説明。 

個人情報保護条例に基づき説明。 

市による対応 

緊急時の連絡網に基づく対応指示 

3



4 収支状況 

平成１７年度（前年度）実施結果 

5 総合評価 

総
合
評
価 

（凡例） 

Ａ⇒事業計画等に定める水準を上回っている　　Ｂ⇒事業計画等に定める水準を満たしている 

Ｃ⇒事業計画等に定める水準を満たしていない（改善指導等が必要） 

所管課コメント ・　収支状況については適正に処理されている。 

行政評価委員会の外部評価 

平成１８年度実績 

所管課コメント

　
　適正な管理に努め、利用者アンケートの顧客満足度も良好な評価を得ている。また、明石駅前周辺の 
放置自転車対策の適正実施に向けた駐輪スペース増設についても、当駐車場を一部転用する計画に積 
極的な受入れ、協力の姿勢を示した。 
以上のことから、平成18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且つ必要な指導、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・営業活動などの取組みを求めていく。 

・使用料収入　９９，７１２千円 

委託料　　　　　　　　　　　　 36,449千円 
人件費　　　　　　　　　　　　 13,669 
委託費（シルバー等含む）　14,012 
管理費         　　　　　　　　　8,768 

使用料収入　102,536千円 

・収入実績　 29,554千円
　指定管理料　29,554千円
　

・支出実績　29,554千円
　人件費　　 4,694千円
　管理費等　　24,860千円 

②使用料等の収入 
状況 

①収支状況 

4



指定管理者事業報告書 

１　総則 

２　顧客満足度 

施設・設備 

館内環境 

職員の対応 

料金設定 

事業内容 

附属設備 

施設・業務全体 

顧客満足度自己評価 

職員の勤務状況等 1直1名常駐(6:00～14:30)、2直1名常駐(14:15～22:30) 

利用者アンケート 

定期利用者を対象に利用状況、ETCへの関心 

度などをアンケート調査。回収７。 

＜一般利用者アンケート(9月実施)＞ 

一般利用者を対象に実施。回収４８。 

70% 

3直1名常駐(18:00～22:30)　の4名体制　365日勤務 

＜定期利用者アンケート(8月実施)＞ 

特に問題はない。概ね満足。 80% 

全体的に施設・業務・職員の対応などについて 
は概ね満足との評価であるが、利用料金につい 
ては一部で不満の声もある。また職員の対応に 
ついても一部で苦情があった。これらのお客様 
の声をしっかり受け止め改善に努力したい。 

70% 

駅に近く施設・設備とも概ね満足 90% 

MHIｼﾞｪﾈﾗﾙｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ・三菱重工ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 

明石駅前立体駐車場 

平成１８年４月１日　～　平成１９年３月３１日 

別添　組織図の通り 

総括責任者　1名常駐(8:30～17:30) 

利
用
者
の
声 

項目 実施状況（実績） 満足度分析 

安全に配慮されている。特に問題ない。 80% 

特に問題はない。概ね満足。 80% 

定期料金が高く日、祝日が利用できない。時間 
料金がやや高い。また宿泊料金が割高。 

50% 

指定管理者 

施設名 

事業期間 

管理体制 

1



３　事業達成度 

事業達成度自己評価 80% 

1年目としては概ね良好であった。但し広報宣伝、研 
修については今後の課題としてさらに努力の必要が 
ある。開館日・時間については昨年度の踏襲ではじ 
めたものであり、関係先との調整が必要。費用対効 
果を見極めて現状のままか改善の余地があるか、 
継続して検討したい。事業の達成度としては全般に 
高く評価できると考える。 

緊急時対応 
・機器管理ﾏﾆｭｱﾙ作成 
・緊急連絡体制構築他 

・緊急連絡体制構築済 70% 

そ
の
他
業
務 

情報公開 条例遵守 条例遵守した 100% 

個人情報保護 法令・条例遵守 法令・条例遵守した 90% 

職員研修 
別添　従業員研修 
計画を策定 

清掃、交通誘導を除き実施し 
た 

70% 

Ｃ事業（時期、内 
容、参加者数等） 

Ｂ事業（時期、内 
容、参加者数等） 

Ａ事業（時期、内 
容、参加者数等） 

事業数 

利用率 

100% 

外壁塗装工事（2月～3月末）のた 
め、予定を一部変更 

100% 

修繕 
各種機器類の不具 
合対応 

発生の都度、明石市殿への了 
承を得ながら対応（全25件） 

100% 

受付案内 営業時間常駐 営業時間常駐 

料金設定 

広報・宣伝 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開設 
「広報あかし」活用 
「明石ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ」活用 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開設 
神戸新聞取材受け 

貸
館
業
務 

別添年間計画を制定 

計画通り実施 

利用者数 

会員数 

自
主
事
業 

100% 

70% 

運
営
業
務

維
持
管
理
業
務 

開館日・時間 

清掃 
日常清掃：午前／１人／ 
年
定期清掃：全館２回／年 

保守・点検 

６：３０～２２：００ 
(年中無休) 

80% 
６：３０～２２：００ 
（年中無休） 

業務 事業計画 
実施状況 

達成度分析 
（実績） 

2



４　収支状況 

指定管理料 

利用料金 

自主事業収入 

その他収入 

精算返還金（修繕費） 

収入合計 

人件費 

消耗品費 

印刷費 

燃料費 

備品購入費 

光熱水費 

修繕費 

委託料 

保険料 

公租公課費 

その他経費 

支出合計 

利用料金収支比率 

（利用料金収入／収入） 

指定管理料収入比率 

（指定管理料／収入） 

自主事業収入比率 

（自主事業収入／収入） 

人件費比率 

（人件費／支出） 

第三者委託比率 

（委託料／支出） 

自主事業比率 

（自主事業費／支出） 

利用者あたりコスト 

（支出／利用者・台数） 

利用者あたり指定管理料 

（指定管理料／利用者数） 

収支状況自己評価 

５　総合評価 

指定管理者自己評価 90% 

大きなトラブルも無く、順調に指定管理業務がこなせたと 
自己評価する。改正道交法の効果もあり利用台数は増加 
したが収入は短時間の駐車が多くなった為か前年比 
97%(99,711,670円)。来年度は駐車場の改装や料金改定 
により利用者増、売上増により一層努力したい。 

29,553,751 

118,810 

4,693,623 

397,470 

0 

44,633 

経
営
指
標 

支
出 

収支 

13,260 

11,448,076 

29,553,751 

0 

2,977,493 

2,192,751 

7,667,635 

30,361,000 

0 

△ 807,249 

80% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

90% 

100% 

100% 

100% 

80% 

25.94% 

160 

160 

100.00% 

15.88% 

90% 

100% 

80% 

100% 

100% 

160 

160 

満足している。 
さらに努力の余地があるも 
のの結果については概ね満 
足している。 

15.81% 

22.54% 

30,361,000 

0 

100.00% 

6,842,000 

114,000 

21,000 

11,174,000 

0 

80,000 

3,300,000 

3,000,000 

4,800,000 

1,000,000 

30,000 

30,361,000 

満足度分析 
（実績） 

項目 

収
入 

事
業
収
支 

実施状況 
収支計画 

30,361,000 
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4 

組織図 

MHIジェネラルサービシーズ・三菱重工ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 

管理責任者 

（MHIジェネラルサービシーズ内） 

１名 

明石駅前駐車場 

MHIジェネラルサービシーズ主担当を示す 

三菱重工パーキング主担当を示す 

総括責任者 

（料金徴収、収納含む） 

１名 

窓口監視員 

（巡回警備含む） 

３名 

代理責任者 

１名 

明 明石 石市 市殿 殿 

設備保守、機械警備 

清掃、植栽 

（直営、一部委託）



明石駅自転車駐車場 

土木部交通政策室放置自転車対策課 

1 指定管理者 

平成１７年度（前年度） 

①指定管理者 委託（明石市都市施設公社） 

②事業期間 

2 顧客満足度 

平成１７年度（前年度）実施結果 

嘱託職員3.3名、臨時職員0.6名 
シルバ－人材センタ－8名 
警備員2名　　　　　合計13.9名 

所管課コメント 
施設の老朽化等により、「使いやすさ」、「館内環境」への不満は高めながら、「職員の応対」に対する不満 
がなく、全体的満足度における不満割合の緩和に寄与している。 

・構造上の不便さ（スロープ、２段ラック等）に対する苦情につ 
いては、管理員が補助する等の対応で、利用者に理解を得 
られるように努めている。 

①アンケート調査 
の実施状況 

③利用者からの主 
な苦情とその対応 
等 

②アンケート調査 
の結果 

＜利用者アンケート（H19.3月実施）＞ 
・駐輪場利用者対象（回答数７５） 

・職員の対応・・・満足76.0％ 普通24.0％不満0％ 
・施設の使いやすさ・・・満足9.30％ 普通60.0％不満30.7％ 
・館内環境・・・満足14.7％ 普通61.3％不満24.0％ 
・全体満足度・・・満足24.0％ 普通60.0％不満16.0％ 

指定管理業務評価シート 

平成１８年度 

神戸中央不動産事業協同組合 

施設名 

所管課 

平成１８年４月1日～平成１９年３月３１日 

③管理体制 
・正社員以外 
(臨時社員4名、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ8名、警備員2名）合計14名 

平成１８年度実績 

1



3 事業達成度 

(1) 事業・業務の実施状況 平成１７年度（前年度）実施結果 

(2) 施設等の利用状況 平成１７年度（前年度）実施結果 

原付：（定期）　３５８台　平均利用率100％ 
原付：（一時）　　６８台　平均利用率173％ 
自転車：（定期）１３１７台　平均利用率　86％ 
自転車：（一時）　１９３台　平均利用率　70％ 

①運営業務 

平成１８年度実績 

・毎月1回設備担当者により巡回点検を実施し、ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ 
は専門業者にて2か月に１回の点検実施をしており、不具合 
箇所の部品を交換した。 
・年2回消防設備の機能点検を実施した。 

平成１８年度実績 

①施設利用状況 

②その他の利用状 
況 

②維持管理業務 

④その他の業務 

③自主事業 

・定期券契約者が継続契約しなかった場合、新規契約者を 
早期に確保するため、解約の意思確認の連絡を強化した。 条例に基づいた駐輪場の運営管理 

日常点検により、不具合箇所の補修を行 
う。 

原 　付：（定期）平均利用率100％ 
原 　付：（一時）平均利用率152％ 
自転車：（定期）平均利用率 90％ 
自転車：（一時）平均利用率 61％ 
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(3) その他 平成１７年度（前年度）実施結果 平成１８年度実績 

所管課コメント

　
市の放置自転車対策と密接に関わり、平成18年度からの明石駅周辺地区における市の取り組み強化に 
伴って、増加した苦情や不正利用に適切に対応しながら、当自転車駐車場の適正な管理運営が行なわ 
れた。 

・個人情報マニュアルに基づく説明 

・公開請求等はない。 

・連絡体制網を配布し、連絡網及びマニュアルの説明をおこ 
なった。 
・緊急発生なく無事業務こなせた。 

・災害時の対応マニュアルに基づく説明。 
・人員削減もあり、実務含め業務改善を行う（管理員の意見 
聞き合わせにて） 

①職員研修の実施 
状況 

⑤その他 

②個人情報保護の 
対応状況 

④緊急時等への対 
応状況 

③情報公開の実施 
状況 

施設安全管理マニュアルに基づき説明。 

個人情報保護条例に基づき説明。 

市による対応 

緊急時の連絡網に基づく対応指示 

3



4 収支状況 

平成１７年度（前年度）実施結果 

5 総合評価 

総
合
評
価 

（凡例） 

Ａ⇒事業計画等に定める水準を上回っている　　Ｂ⇒事業計画等に定める水準を満たしている 

Ｃ⇒事業計画等に定める水準を満たしていない（改善指導等が必要） 

所管課コメント ・　収支状況については、適正に処理され、収入状況もやや好転している。 

行政評価委員会の外部評価 

平成１８年度実績 

所管課コメント

　
適正な管理に努めながら使用料収入は向上し、顧客満足向上への努力もはらわれている。 
以上のことから、平成18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且つ必要な指導、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・営業活動などの取組みを求めていく。 

使用料収入　 51,957千円 

委託料：　　　　　　 36,770千円 
人件費：　　　　　　　　　 12,553千円 
委託費（ｼﾙﾊﾞｰ等含む）：19,846千円 
管理費：　　　　　　　 　　 4,371千円 

・使用料収入　　50,459千円 

・収入実績　 32,939千円
　指定管理料　32,939千円
　

・支出実績　32,939千円
　人件費　　 15,824千円
　管理費等　17,115千円 

②使用料等の収入 
状況 

①収支状況 
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1.総則 

神戸中央不動産事業協同組合 

明石駅前自転車駐車場 

平成１８年４月1日より平成１９年３月３１日 

・管理者側雇用者の配置による金銭の取扱いを行う。 

・明石シルバ－人材センタ－からの派遣管理員による利用者対応を行う。 

・管理者側が現場担当者による現場教育及び定期巡回を行う。 

・設備員による定期巡回を行う。 

・２４時間体制（当駐輪場は２４時間ｵ-ﾌﾟﾝでの警備員配置及び管理者２４時間連絡回線あり） 

・管理者側からの管理員４名のロ－テ－ション勤務（管理当初は３名） 

・明石シルバ－人材派遣管理員８名によるロ－テ－ション勤務 

・早朝、夕刻、定期販売時は人員増加で利用者様への配慮。 

2.顧客度満足度 

結果、満足度としては普通との回答が多数。 

・実施（①施設設備満足度　②館内環境　③管理員接遇　・・・をメインとしたｱﾝｹ-ﾄ。） その中で、施設と環境（清掃）に関する満足 

度が低く悪い所が目につく。 

施設・設備 ①坂を押すのが大変…設備構造上の問題であり理解頂いている。　②駐輪機の上段が 満足度は普通と判断。 

使用しずらい…女性の利用者は下段とし、場合によって上段の時は降ろす手伝いを実施 管理員による対応で満足は頂いている。 

している。 但し、全ての時間帯に目が行き届く訳では 

ない為、利用者様の理解も必要ではある。 

館内環境 ①夏場暑い（特に3階）…構造上の問題であり納得しているが、とにかく暑い。 満足度はやや悪いと判断。 

現場としては、窓を全開にし出来る限りの対応をしている。　②清掃状況が悪い… 構造上の暑さの改善は厳しい状態であり、 

清掃員の指導及び勤務管理員へ勤務時間内の清掃協力指示。尚、美観上として、各 清掃面等は、引き続きの教育と巡回時の 

看板関係の劣化が著しく、新規作成による統一張替えを実施。 確認と指摘にて環境維持に努めます。 

職員対応 ①乱暴な口調である…管理員本人は意識なく、年齢的な問題と関西弁が威圧感を 全体的には接遇（挨拶）マナ－は出来ており 

感じた苦情であり、教育指導行う。尚、全管理員へ同様の指導行う。 結果、良いと判断。但し言葉使いは注意。 

料金設定 ①一時利用の自転車値下げはよいがバイクは高い…値下げ説明により理解頂く。 自転車料金の値下げにより、バイク料金が 

②定期代が高い…一部の方であり他に比べての説明で理解頂く。 目立つが、結果、満車であり良いと判断。 

施設・業務全体 ①地下バイク置き場の換気が悪い…館内エンジン停止呼びかけ行う。 構造上、施設上の問題であり、利用者様 

②電動自転車を置ける場所が少ない…出来る限り自転車ラック以外の場所に駐輪 としては満足度は低いが、管理員の対応に 

出来るよう都度の駐輪状況で判断対応している。 て理解していただいています。 

③一時利用が満車状態でどこに駐輪したらいいのか…満車である以上、お詫びし 

近隣の駐輪場を紹介している。 

全体的には問題はないと判断。 

但し、館内環境（暑さ、坂道、清掃）に対する声が多い事に、びっくりしています。利用者様の満足度アップは管理員の接遇による所が 

大半であると考え、接客に対する注意をメインとして行ったが、より良い環境作りに勤める事を来期の目標とします。尚、管理員の運営 

に対する心構えと接遇マナ－が当社考えが浸透してきておりますので、より一層の管理員教育で利用者様への満足度ｱｯﾌﾟに勤めます。 

実施状況（実績） 満足度分析 

指定管理者事業報告 

利
用
者
の
声 

顧客満足度自己評価 

指定管理者 

施設名 

事業期間 

管理体制 

職員の勤務状況等 

項　目 

利用者アンケ－ト 
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3.事業達成度 

開館日・時間 ・24時間営業（午後10時以降は警備員） ・24時間営業（午後10時以降は警備員） ・計画通り達成 

・12/31～1/3は休館 ・12/31～1/3は休館 ・1/4の営業開始についてＡＭ6：30より営業 

開始するが（過去実績）ＡＭ0：00より開館が 

必要との事であった。来期は開館とします。 

受付案内 ・定期受付（20日～末日） ・定期販売受付（20日～末日）致しました。

　未継続者に対し連絡行い5日位迄販売。 

・利用上の案内説明 ・新規利用者様に利用上の案内説明実施。 ・計画通り達成 

・防犯、マナ－その他案内 ・防犯注意をメインとして掲示物その他館内 

マナ－等の掲示を実施致しました。 

広報・宣伝 ・駐輪施設の広報等 ・地域住民その他広報活動は無し。 ・一部未達成。外部への広報はしていない

　理由：一時利用の満車状態である為。 が館内掲示による不正駐輪ﾏﾅ-を掲示。 

清掃 ・日常管理員清掃（常時） ・日常管理員清掃（常時） ・駐輪場の清掃としては良いと判断するが 

灯具から床壁の隅々までの完璧を求める 

のであれば清掃時間が短すぎる。 

・清掃員派遣（3回/週） ・清掃員派遣（3回/週） ・計画通り達成 

・管理室内床の定期清掃（1回/月） ・管理室内床の定期清掃（1回/月） ・計画通り達成 

保守・点検 ・券売機保守点検（1回/月） ・券売機保守点検（1回/月） ・計画通り達成 

・コンベア－保守点検（2回/月） ・コンベア－保守点検（2回/月） ・計画通り達成 

・設備員による建物巡回（1回/月） ・設備員による建物巡回（1回/月） 

（ｺﾝﾍﾞｱ-、電気、建物等作動及び目視） 

・消防点検（2回/年） ・消防点検（2回/年） ・計画通り達成 

修繕 ・都度修繕 ・修繕報告書に基づく ・計画通り達成 

利用率 ・バイク（定期100％、一時利用155％目標） ・バイク（定期100％、一時利用173％） ・計画通り達成（一時利用大幅増となる） 

※前年の利用率をクリア目標とする 

・自転車（定期90％、一時65％） ・自転車（定期86％、一時70％） ・定期は11月より目標数値がダウン。原因 

売上率 ※前年の利用率をクリア目標とする 　は駅前の駐輪場完成と思われる。 

・一時利用は大幅増となる 

売上率 ・前年の102％ｱｯﾌﾟ目標とする ・前年対比：102.5％ ・目標達成。新築駅前駐輪場及び料金 

(前年売上：50,670,060円） （今期売上：51,956,700円） 値下げ等あったが達成。 

職員研修 ・災害時対応の講習 ・災害時の対応マニュアルに基づく説明。 ・一部未達成。マニュアルに基づく説明は

　行い理解頂くも、災害に備えた非難誘導

　等の実務研修が出来ず。（来期課題） 

・利用者様サ－ビス低下を避ける ・人員削減もあり、実務含め業務改善を ・人員削減による利用者様へのｻ-ﾋﾞｽ低下

　行う（管理員の意見聞き合わせにて） 　に繋がらないよう、挨拶、ｺﾆｭﾆｹ-ｼｮﾝに

　注意し行ってきた。又、事務的な作業に原

　始的な部分はありますが、反面、管理員

　年齢からも時間要すがミスが少なくよい

　面でもあると感じた。 

個人情報保護 ・保護法に基づく講習 ・個人情報マニュアルに基づく説明 ・理解は出来ています。とにかく名簿等の管

　理及び管理室の施錠は注意できた。 

情報公開 ・平日、休日等の緊急その他連絡体制確立 ・連絡体制網の配布による説明 ・問題なく達成。 

緊急時対応 ・緊急連絡網の確立 ・緊急発生なく無事業務こなせた。 ・緊急発生がなく1年間過ごせた。但し、 

・緊急時対応マニュアルの講習 尚、連絡網、マニュアル説明をおこなった。 　緊急時に備え実務研修行うべきと反省。

　全体的には事業計画の通り達成致しました。1年目であり、現場業務及び管理員の性格と業務レベルの確認に時間を要したと

　反省すべき点もありますが、反面、管理員との連携及び信頼関係が出来でき、人員削減にも当初は反発意見もあったが、指定

　管理者（民間企業）であることでの売り上げ（利用者獲得）アップに積極的な動きも見え、結果、事業計画達成に至ったと感じています。 

利
用
実
績 

事業達成度自己評価 

事業計画 実施状況（実績） 達成度分析 

運
営
業
務

維
持
管
理
業
務 

業　務 

・計画通り達成。 

・計画通り達成 

・計画通り達成 
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4.収支状況 

指定管理料 

利用料金 

自主事業収入 

精算返還金（修繕費） 修繕報告書参照 

精算返還金（備品購入費） 

その他収入 

収入合計 

人件費 計画より勤務時間微調整し行う。 

福利厚生費 予算計上外であるが計画内である。 

消耗品費 経費削減に努める。 

印刷費 予算以上の印刷物ある。 

賃借料 経費削減に努める。 

旅費交通費 予算計上外であるが計画内である。 

通信運搬費 計画通り。 

光熱水費 経費削減に努める。 

修繕費 修繕報告書参照 

委託料 経費削減に努める。 

保険料 保険内容の変更によるアップ。 

公租公課 計画通り。 

支払手数料 経費削減に努める。 

仮払消費税 予算計上外であるが計画内である。 

その他雑費 予算以上であるが計画内である。 

管理経費 計画通り。 

支出合計 

収支 

年間合計 109,410 人 

年間合計 109,410 人 

収支状況は計画通りと判断。 

5.総合評価 

収支状況は計画通りと判断。経費削減（人件費、光熱費、消耗品等）に勤めた結果と評価する。 

但し、今期は印刷物等が引き継ぎ時の在庫利用、指定管理料外で会社での作成物、物件担当者の 

経費等の見えない数字があり、来期に向け今一度締める所があると感じる所である。 

0% 

定期利用者、一時利用者、回数券利用者 

定期利用者、一時利用者、回数券利用者 

指定管理者自己評価 

自主事業比率 

（指定管理料/利用者数） 

（自主事業費/支出） 

利用者当たりコスト 

（支出/利用者数） 

利用者当たり指定管理料 

収支状況自己評価 

人件費比率 

（人件費/支出） 

第三者委託比率 

（委託料/支出） 

指定管理料収入比率 

（指定管理料/収入） 

自主事業収入比率 

（自主事業収入/収入） 

収
　
　
入

支
　
　
　
出 

利用料金収入比率 

（利用料金収入/収入） 

項　目 収支計画 実施状況（実績） 執行状況分析 

76,000 

34,115,000 

0 

0 

0 

0 

884,179 

12,276,000 

84,000 

30,000 

981,000 

0 

2,275,000 

2,000,000 

66,294 

15,740 

32,938,099 

15,824,050 

156,488 

163,380 

44,467 

34,115,000 

0 

0 

△ 1,176,901 

0 

1,847,295 

823,099 

9,173,425 

288,540 

20,400 

104,711 

32,938,099 

3,885 

事
　
業
　
収
　
支

経
　
営
　
指
　
数 

108,000 

0 

77,000 

34,115,000 

5,000 

34,115,000 

15,863,000 

340,000 

0 764,640 

2,757,506 

\301 

\312 

0 0 

27.85%

0% 

48.18% 

0.00% 

100.00% 
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西明石駅自転車駐車場 

土木部交通政策室放置自転車対策課 

1 指定管理者 

平成１７年度（前年度） 

①指定管理者 委託（明石市都市施設公社） 

②事業期間 

2 顧客満足度 

平成１７年度（前年度）実施結果 

平成１８年４月1日～平成１９年３月３１日 

③管理体制 

・正社員５人 
・正社員以外４人(ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ４人） 
・合計９人 

平成１８年度実績 

指定管理業務評価シート 

平成１８年度 

神戸中央不動産事業協同組合 

施設名 

所管課 

②アンケート調査 
の結果 

＜利用者アンケート（H19.3月実施）＞ 
・駐輪場利用者対象（回答数49） 

・職員の対応・・・満足57.1％ 普通39.80％不満2.1％ 
・施設の使いやすさ・・・満足42.9％ 普通43.9％不満13.2％ 
・館内環境・・・満足51.0％ 普通41.8％不満7.2％ 
・全体満足度・・・満足49.0％ 普通45.9％不満5.1％ 

・新駐輪場の完成によって管理室が移動したため、利用者か 
ら不便になったとの申出があったので、券売機付近にｲﾝﾀ-ﾎ 
ﾝ設置し、管理室と連絡が取れるようにした。 
・施設の老巧化による、設備面（サイクルロック、券売機等） 
に対する苦情が多く、その都度、管理員が個別に対応してい 
る。 
・旧館の照明設備において、明るさ及び点灯時期について苦 
情があったので、設備を改修し、自動点灯するようにした。 

①アンケート調査 
の実施状況 

③利用者からの主 
な苦情とその対応 
等 

所管課コメント
　施設面での問題による利用者の不満に対し、管理員の個別対応で補なわれており、職員の対応に対す 
る積極的な努力が認められる。 

嘱託職員　　7名 
その他　　　 1名
　 合計　　　 ８名 

1



3 事業達成度 

(1) 事業・業務の実施状況 平成１７年度（前年度）実施結果 

(2) 施設等の利用状況 平成１７年度（前年度）実施結果 

条例に基づいた駐輪場の運営管理 

日常点検により、不具合箇所の補修を行 
う。 

原 　付：（定期）平均利用率　90％ 
原　 付：（一時）平均利用率　44％ 
自転車：（定期）平均利用率　7７％ 
自転車：（一時）平均利用率　50％ 
※回数券利用者ｶｳﾝﾄしていません 

・西明石南町商店街のイベントに参加し、不法駐輪をなくす 
広報活動を行った。 

・定期券契約者が継続契約しなかった場合、新規契約者を 
早期に確保するため、解約の意思確認の連絡を強化した。 

②維持管理業務 

④その他の業務 

③自主事業 

①施設利用状況 

②その他の利用状 
況 

平成１８年度実績 

平成１８年度実績 

・毎月1回設備担当者により巡回点検を実施した。 
・年2回消防設備の機能点検を実施した。 
・新幹線高架側の鳩の糞対策として、ネットの修繕を行った。 

原付：（定期）　　４３１台　平均利用率93％ 
原付：（一時）　　　５４台　平均利用率46％ 
自転車：（定期）１，４８１台　平均利用率　73％ 
自転車：（一時）　１４６台　平均利用率　63％ 

①運営業務 

2



(3) その他 平成１７年度（前年度）実施結果 

施設安全管理マニュアルに基づき説明。 

個人情報保護条例に基づき説明。 

市による対応 

緊急時の連絡網に基づく対応指示 

③情報公開の実施 
状況 

①職員研修の実施 
状況 

⑤その他 

②個人情報保護の 
対応状況 

④緊急時等への対 
応状況 

・連絡体制網を配布し、連絡網及びマニュアルの説明をおこ 
なった。 
・緊急発生なく無事業務こなせた。 

・災害時の対応マニュアルに基づく説明。 
・人員削減もあり、実務含め業務改善を行う（管理員の意見 
聞き合わせにて） 

・個人情報マニュアルに基づく説明 

・公開請求等はない。 

所管課コメント

　
平成18年４月の新館の増設に際し、現行の委託料の範囲内で工夫、努力しながら運営が行なわれた。 
市の放置自転車対策と密接に関わり、平成18年度からの西明石駅周辺地区における市の取り組み強化 
に伴って、増加した苦情や不正利用に対応しながら、当自転車駐車場の適正な管理運営がおこなわれ 
た。 

平成１８年度実績 
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4 収支状況 

平成１７年度（前年度）実施結果 

5 総合評価 

総
合
評
価 

（凡例） 

Ａ⇒事業計画等に定める水準を上回っている　　Ｂ⇒事業計画等に定める水準を満たしている 

Ｃ⇒事業計画等に定める水準を満たしていない（改善指導等が必要） 

②使用料等の収入 
状況 

①収支状況 

使用料収入　 47,170千円 

委託料：　　　　　 29,697千円 
人件費：　　　　　　　　　 25,824千円 
委託費（シルバー等含む）：　　893千円 
管理費：　　　　　　　　　　　　 2,980千円 

・使用料収入　　37,061千円 

・収入実績　 28,891千円
　指定管理料　28,891千円
　

・支出実績　28,891千円
　人件費　　 23,211千円
　管理費等　　5,680千円 

所管課コメント

　
施設管理経費の削減に努めながら使用料収入は大幅に向上し、顧客満足度に対する努力も評価でき 
る。 
以上のことから、平成18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且つ必要な指導、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・営業活動などの取組みを求めていく。 

所管課コメント ・　収支状況については適正に処理され、施設の増設もあるが、収入が大幅に増加した。 

行政評価委員会の外部評価 

平成１８年度実績 
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1.総則 

神戸中央不動産事業協同組合 

西明石駅前自転車駐車場 

平成１８年４月1日より平成１９年３月３１日 

・社員の配置による金銭の扱い及び利用者対応を行う。 

・明石シルバ－人材センタ－からの派遣管理員による利用者対応行う。 

・管理者側の現場担当者による現場教育及び定期巡回を行う。 

・設備員による定期巡回を行う。 

・２４時間体制（当駐輪場は２４時間ｵ-ﾌﾟﾝでの警備員配置及び管理者２４時間連絡回線あり） 

・社員は基本週休２日で早出、遅出の勤務体にてロ－テ－ション。 

・明石シルバ－人材派遣管理員4名によるロ－テ－ション勤務 

・早朝、夕刻、定期販売時は人員増加で利用者様への配慮。 

2.顧客度満足度 

満足度としては結果、普通との回答が多数。 

・実施（①施設設備満足度　②館内環境　③管理員接遇　・・・をメインとしたｱﾝｹ-ﾄ） その中で、駐輪の機械故障（鍵）に関する 

声が多数聞こえた。 

施設・設備 ①鍵の故障が多い→管理員による解除等にて都度対応。毎日多数ある。 満足度は普通と判断。 

②旧館の利用は不便→新館への移動希望等があるが満車状況説明で了承頂く。 鍵の故障の苦情、一時満車による新館への 

③管理室が遠くなり不便→インタ－ホン設置にて対処した。 移動等でご不便かけている現状が続出。 

館内環境 ①旧館の建物劣化酷い→年数的なものであり利用上に支障ないことで説明理解頂いている。 満足度は普通と判断。 

②旧館が暗く女性の利用者の声ある→灯具の一部追加設置にて対処した。 申出の対応は行っているが建物劣化著しい。 

職員対応 ①職員の発言に対し苦情→お詫び等を行うも納得いかず、弁護士対応の状況となる。結果、それ 満足度は普通と判断。

　以上の要求等なく現行も定期利用者としてのお客様となる。全管理員に対し接遇マナ－の徹底 身だしなみから注意が必要な状態であったが、

　と教育をおこなった。 じょじょに接客業の自覚が出来てきている。 

料金設定 ①一時利用の自転車値下げによるバイク値下げ申し出→説明対応で了承。 満足度は普通と判断。 

特に大きな問題はない。 

施設・業務全体 ①一時利用満車での申し出→一時利用場所が旧館の一部であり、足らない状態ある。結果、新館 満足度は普通と判断。

　一部を一時利用等で利用し多くの人が駐輪できるよう行っている。 施設、設備の問題である業務に手をとられる 

②定期解約者の対応→本駐輪場は定期利用者に鍵・カ－ドを渡している為、継続購入がなくても 所はあり、又、状況によっては利用者様からの

　鍵回収の業務が必要であり、電話連絡及び葉書による通知等による業務を行っている。 苦情もあるが、説明と状況判断でこなしている。 

全体的には問題はないと判断。 

但し、設備的な申し出が多くあり（ｻｲｸﾙﾛｯｸ、券売機）都度対応で理解頂いてはいるが、今後の運営の中で改修等も含めた大きな課題であると 

思います。又、現場職員、管理員の教育については接遇マナ－が浸透してきてはいるが、まだまだ油断せず、より一層の接客業としてのマナ－ 

教育に勤め、ついては、利用者様への満足度に繋がるように勤めます。 

実施状況（実績） 満足度分析 

指定管理者事業報告 

利
用
者
の
声 

顧客満足度自己評価 

指定管理者 

施設名 

事業期間 

管理体制 

職員の勤務状況等 

項　目 

利用者アンケ－ト 
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3.事業達成度 

開館日・時間 ・２４時間開館（管理員は午前６時～午後９時） ・２４時間開館（管理員は午前６時～午後９時） 計画通り達成 

・１２/３１～１／３は管理員休み ・１２/３１～１／３は管理員休み 計画通り達成 

受付案内 ・定期受付（20日～末日） ・定期販売受付は決まっているも、継続者 計画通り達成。但し、解約及び継続手続き 

の購入手続き遅く、実際には10日頃迄販売 為、電話連絡に時間要した。 

広報・宣伝 ・チラシ、近隣商店等への利用案内 ・商店外不法駐輪イベント参加 一部未達成。チラシ等による広報出来ず。 

清掃 ・日常管理員清掃（常時） ・日常管理員清掃（常時） ・駐輪場の清掃としては良いと判断するが 

灯具から床壁の隅々までの完璧を求める 

のであれば清掃時間が短い。 

・清掃員派遣（３回/週） ・清掃員派遣（３回/週） ・計画通り達成 

保守・点検 ・メタル販売機保守（常時） ・メタル販売機保守（常時） ・計画通り達成 

・設備員による建物巡回（１回/月） ・設備員による建物巡回（１回/月） ・計画通り達成 

（電気、建物等の作動テスト及び目視点検） （電気、建物等の作動テスト及び目視点検） ・計画通り達成 

・浄化槽点検（１回/年） ・浄化槽点検（１回/年） ・計画通り達成 

・消防点検（２回/年） ・消防点検（２回/年） ・計画通り達成 

・夜間管理室警備 ・夜間管理室警備 ・計画通り達成 

修繕 ・都度修繕 ・修繕報告書に基づく ・計画通り達成 

利用率 ・バイク（定期93％、一時利用48％） ・バイク（定期93％　一時利用46％） ・未達成。一時利用は回数コインのｶｳﾝﾄ 

※前年利用率の3％アップをクリア目標とする 出来れば、20％前後ｱｯﾌﾟと思われる 

・自転車（定期75％、一時利用56％） ・自転車（定期73％、一時利用63％） ・定期が前年比、一時は大幅増となる。 

※前年利用率の3％アップをクリア目標とする 回数コインのｶｳﾝﾄが出来れば、20％前後 

アップと思われる。 

売上率 ・前年の102％アップ ・前年対比：126.6% ・未達成。増額にはなるも新館増築 

（前年売上：37,230,585円） （今期売上：47,169,965円） 　による新規獲得が伸びるが、旧館から

　の移動であり、旧館の利用獲得検討要。 

職員研修 ・災害時対応の講習 ・災害時の対応マニュアルに基づく説明。 ・一部未達成。マニュアルに基づく説明は

　理解頂くも、災害時に備えた避難誘導等

　の実務研修出来ず。（来期課題） 

・利用者様サ－ビス低下を避ける ・人員削減もあり、実務含め業務改善を ・人員削減による利用者様へのｻ-ﾋﾞｽ低下 

行う（管理員の意見聞き合わせにて） 　に繋がらないよう、挨拶、ｺﾆｭﾆｹ-ｼｮﾝに注

　意し行ってきた。結果、社員の服装から接

　客態度に一部ｻｰﾋﾞｽ業としての心構えが

　足らず、社員教育に時間要する所あり、

　一年かけ都度教育行い改善みられる。 

個人情報保護 ・保護法に基づく講習 ・個人情報ﾏﾆｭｱﾙに基づく説明 ・理解はできている。名簿の保管及び管理

　室の施錠に注意し行えた。 

情報公開 ・平日、休日等の緊急その他連絡体制確立 ・連絡体制網の配布による説明 ・問題なく達成。 

緊急時対応 ・緊急連絡網の確立 ・大きな緊急発生なく無事業務行う。連絡網 ・大きな緊急はなく達成。但し、駐輪機の 

・緊急時対応ﾏﾆｭｱﾙの講習 の説明、ﾏﾆｭｱﾙの説明実施。 　不良による夜間解除による出動あった。

　全体的には事業計画の通り達成致しました。1年目であり、現場業務及び社員教育と業務レベルの確認に時間を要した所があり、

　管理前からの事前調査と社員としての心構え教育を、先に行い管理体制を整えるべきであったと反省。又、人員削減による反発

　はあったが、現行はなんとかクリア状態であり、経費削減にはなったと感じる。来期については、休館の利用率アップに向けた対策

　を行い、さらなる売り上げアップに繋げるようおこないます。 

利
用
実
績 

事業達成度自己評価 

事業計画 実施状況（実績） 達成度分析 

運
営
業
務

維
持
管
理
業
務 

業　務 
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4.収支状況 

指定管理料 

利用料金 

カ－ド・鍵売上 

自主事業収入 

精算返還金（修繕費） 修繕報告書参照 

精算返還金（備品購入費） 

その他収入 

収入合計 

人件費 雇用社員予算ｵ-ﾊﾞ-。勤務調整行う。 

福利厚生費 

消耗品費 経費削減に努める。 

印刷費 在庫印刷物の活用にて経費削減。 

賃借料 経費削減に努める。 

旅費交通費 予算計上以外であるが計画内である。 

通信運搬費 予算以上であるも業務上の為。 

光熱水費 経費削減に努める。 

修繕費 修繕報告書参照 

委託料 経費削減に努める。 

保険料 保険内容変更にてアップとなる。 

公租公課 計画通り。 

支払手数料 経費削減に努める。 

仮払消費税 予算計上外であるが計画内である。 

その他雑費 予算以上であり削減努力する。 

管理経費 計画通り一部行かず。削減努力する。 

支出合計 

収支 

年間合計 60,091 人 

年間合計 60,091 人 

収支状況としては職員給与（福利厚生含む）に予算以上の経費かかった。 

その他については、バラつきはあるも計画通りであった。 

5.総合評価 

経費の削減（人件費、光熱費、消耗品等）に勤め、職員人件費の赤字分を補い、収支上は赤字ではない 

状況となるが、物件担当者等の会社経費が見えない数字として多くあり、来期に向け今一度、改善できる 

業務、経費削減に努める事が課題と思っています。 

0% 

定期利用者、一時利用者、回数券利用者 

定期利用者、一時利用者、回数券利用者 

指定管理者自己評価 

自主事業比率 

（指定管理料/利用者数） 

（自主事業費/支出） 

利用者当たりコスト 

（支出/利用者数） 

利用者当たり指定管理料 

収支状況自己評価 

人件費比率 

（人件費/支出） 

第三者委託比率 

（委託料/支出） 

指定管理料収入比率 

（指定管理料/収入） 

自主事業収入比率 

（自主事業収入/収入） 

収
　
　
入

支
　
　
　
出 

利用料金収入比率 

（利用料金収入/収入） 

項　目 収支計画 実施状況（実績） 執行状況分析 

181,000 

29,000,000 

0 

0 

0 

0 

31,988 

2,581,000 

91,000 

30,000 

87,000 

0 

1,880,000 

500,000 

122,139 

12,410 

28,890,340 

23,210,981 

57,464 

74,235 

0 

29,000,000 

0 

0 

△ 109,660 

0 

1,289,735 

390,340 

1,981,600 

274,810 

22,594 

168,798 

28,890,340 

1,785 

事
　
業
　
収
　
支

経
　
営
　
指
　
数 

9,000 

0 

85,000 

29,000,000 

22,600 

29,000,000 

23,163,400 

370,000 

678,564 

572,897 

\481 

\483 

0 0 

6.86%

0% 

80.34% 

0.00% 

100.00% 
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