
施設名 

所管課 

1 指定管理者 

平成17年度 

①指定管理者 直営 

②事業期間 

2 顧客満足度 

平成17年度（前年度）実施結果 

・アンケート結果から、自主事業公演の内容、職員の応対について一定の評価を得ている。 
・施設利用者は、従来からのリピーターが多く、西部市民会館ホール、市民ホールの利用者について新規開 
拓が求められる。 
・一部利用者から使用料金が、高いと指摘があるが、他都市と比べても妥当な料金と考える。 
・施設設備の不足については、各施設とも老朽化が目立ち、利用者からの改善要請があっても根本的な改修 
が必要なため、指定管理者も、とまどいが見受けられる。指定管理業務のなかで中崎公会堂トイレの改修を実 
施するなど、努力していることは評価できる。 

所管課コメント 

指定管理業務評価シート 

平成18年度 

神戸新聞・神戸国際会館共同事業体 

平成１８年４月1日～平成１９年３月３１日 

③管理体制 

＜公演入場者アンケート５～３月の１２公演＞ 
・自主事業公演の入場者にアンケート、公演内 
容評価、性別、年齢、職業、住所、情報源、希望 
公演、公演後の行動。設問数８問。 
＜貸館利用者アンケート＞ 
実施していない 

＜公演入場者アンケート１２公演＞ 
・自主事業公演の内容評価
　　アンサンブル・シェーヌ・・・よかった83.2％、普通8.4％
　　しおさい名画劇場・・・アンケートなし
　　夏休み子ども劇場・・・アンケートなし
　　トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ・・・よかった85.6％、普 
通1.5％
　　THE WINDS OF GOD・・・よかった82.5％、普通1.8％
　　県民芸術劇場・・・よかった83.5％、普通7.9％
　　ちゅら舞紀行・・・よかった91.6％、普通2.9％
　　しおさい名画劇場・・・よかった59.0％、普通5.5％
　　ロマンティックショパン・・・よかった75.8％、普通1.4％
　　中崎寄席・・・よかった86.5％、普通5.6％
　　しおさい新人演奏会・・・よかった73.7％、普通14.7％
　　高校生鑑賞教室・・・アンケートなし
　　和楽コンサート・・・アンケートなし
　　明石第九演奏会・・・よかった84.2％、普通6.5％
　　クリスマス子どもシアター・・・アンケートなし
　　新春明石寄席・・・よかった70.4％、普通15.5％
　　NHK公開録画「爆笑オンエアバトル」・・・アンケートなし
　　関西２１世紀交響楽団演奏会・・・よかった86.9％、普通 
3.4％ 
＜貸館利用者アンケート＞ 
実施していない。 

・市役所駐車場の混雑緩和を！ 
・駐車場料金が高い。（市民会館・西部市民会館 
とも） 
・定時使用を早めてほしい。催事内容により対 
応。 

市民会館・西部市民会館・中崎公会堂・市民ホール 

文化芸術文化施設課 

平成18年度実績 

・正社員１１人 
・正社員以外２６人
　（臨時６人、非常勤２人、シルバー人材センター５人、委託職員１３ 
人） 
・合計３７人 

・正職員１１人 
・正職員以外２６人
　（嘱託１人、臨時４人、アルバイト嘱託２人、シルバー 
人材センター３人、委託職員１６人） 
・合計３７人 

＜公演入場者アンケート６～３月の１８公演＞ 
・自主事業公演の入場者にアンケート、公演内容評価、性 
別、年齢、職業、住所、情報源、希望公演、公演後の行動。 
設問数８問。 
＜貸館利用者アンケート４～３月＞ 
・貸館利用者に施設の認識度、職員の対応、料金、施設へ 
の希望等についてアンケートを実施。設問数６。回答数304 
件 

＜公演入場者アンケート１８公演＞ 
・自主事業公演の内容評価
　　しおさい名画劇場・・・よかった68.8％、普通20.8％
　　しおさいコンサート・・・よかった89.4％、普通0.9％
　　ハワイアン・クール・ブリーズ・・・よかった66.5％、普通13.2％
　　鎌田實講演会・・・よかった90.2％、普通3.0％
　　夏休みファミリー映画試写会・・・よかった69.3％、普通12.2％
　　夏休み子ども劇場・・・よかった63.7％、普通13.3％
　　県民芸術劇場（ファミリー劇場）・・・よかった86.2％、普通10.8％
　　中崎寄席・・・よかった85.2％、普通6.7％
　　フライブルグ市立フィルハーモニー管弦楽団・・・よかった89.6％、普通 
4.6％

なつかしの名画映画会・・・よかった71.5％、普通20.3％
　　明石第九演奏会・・・よかった85.7％、普通5.0％ 

クリスマス子どもシアター・・・よかった74.0％、普通10.8％
　　新春明石寄席・・・よかった78.7％、普通9.5％
　　しおさいコンサート・・・よかった81.5％、普通1.8％
　　白鳥の湖・・・よかった95.2％、普通3.9％
　　近藤嘉宏ピアノコンサート・・・よかった88.2％、普通3.8％
　　しおさいジャズコンサート・・・よかった86.5％、普通4.9％
　　勇者ブルードラゴン・・・よかった90.0％、普通1.3％ 
＜利用者アンケート４～９月＞回答数183件 
・貸館利用者に施設の認識度・・・以前から83.1％、市内の施設から4.4％ 
・職員の対応・・・とても良い37.2％、良い36.6％、普通24.0％ 
・料金・・・高い24.1％、普通61.2％ 
＜利用者アンケート１０～３月＞回答数121件 
・施設・サービス・・・駐車料金値下げ42件、トイレの改善9件、
　　　　　　　　　　　　 暖房設備の改善7件、基本料金の値下げ5件 
・職員の対応・・・とても良い39.7％、良い36.4％、普通22.3％ 

・市民会館、中崎公会堂の女子トイレの数、洋式トイレの設 
置などトイレの改善を求める声が多いことから、今年度は、 
中崎公会堂のトイレを洋式に改善した。（２～３月実施） 
・ 西部市民会館駐車場料金の件は、市役所立体駐車場料 
金の改定（H１９年４月）もあり、９月市会で引き下げを協議中 
である。 

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 
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3 事業達成度 

(1) 事業・業務実施状況 平成17年度実施結果 

①運営業務 

②維持管理業務 

④その他の業務 

③自主事業

　 市民会館 ３０２日開館
　 中崎公会堂 ３１３日開館
　 市民ホール ３０９日開館
　 西部市民会館 ３００日開館 
＜休館日、開館時間の柔軟な運用＞ 
・休館日である月曜日を利用者のニーズにあわせて開館 ４回実施。 
・舞台の仕込みや撤去のため、開館時間（９：００～２２：００）の延長
　　　　（繰上開館　市民会館１２回、西部市民会館２１回 実施）
　　　　（時間延長　市民会館　１回、西部市民会館　２回 実施） 
（新制度導入）使用日１ヶ月を切り、１０日までの申込 （市民会館 ３件） 
（新制度導入）西部市民会館楽屋のみ使用申込　（９件） 

・設備等の維持管理については、外部専門業者と正社員２人と正社 
員以外18人（1-③）で、日常の管理業務のほか、設備機器等の法 
令点検や定期点検を実施した。 
・おもな修繕業務は、下記のとおり。
　　市民会館１階南防火扉の自動制御化（消防査察指摘）
　　市民会館１階会議室玄関自動ドア改修
　　市民会館大ホール調光卓モニター改修
　　市民会館大ホール入口ドアチェック取替
　　市民会館・本庁間電源切替（キュービクル改修）
　　市民会館外壁タイル改修
　　西部市民会館（図書館）消防設備改修（消防査察指摘）
　　中崎公会堂雨戸取替
　　中崎公会堂トイレ改修 
・市主導で大ホール吊天井補強工事（１～２月）を実施。 

・計画どおり自主事業公演１５公演２５ステージ、共催事業公演６公演１４ス 
テージを開催。合計２１公演３９ステージを実施し、全体の収支比率８９． 
８％、入場率７０．８％、入場者は２２，２０８名となった。 
＜開催公演＞
　６月１・２日　しおさい名画劇場
　　　　　　　　　「なごり雪」（大ホール・西部ホール ４回 ６４０名参加）
　６月１７日　ハワイアン・クール・ブリーズ（大ホール １，１５８名参加）
　６月１８日　しおさいコンサート
　　　　　　　　「松本幸三ファミリーコンサート」（中ホール　３２６名参加）
　７月　１日　鎌田實講演会　（西部ホール　４５０名参加）
　７月１６日　夏休み親子映画試写会「ハイジー」（大ホール　７２８名参加）
　７月２１日　夏休み子ども劇場「おじゃる丸」　（大ホール　１，０３３名参加）
　８月３１日　ファミリー劇場
　　　　　　　　「不思議の国のアリスの帽子屋さんのお茶の会」
　　　　　　　　（西部ホール　１８８名参加）
　１０月　６日　和楽コンサート（中崎公会堂　１７９名参加）
　１０月１３日　森山良子コンサート（大ホール　１，２６０名参加）
　１０月２８日　中崎寄席（中崎公会堂　２４６名参加）
　１０月３１日　フライブルク市立フィルハーモニー管弦楽団
　　　　　　　　　（大ホール　６０７名参加）
　１１月７～２８日　高校生の芸術鑑賞教室
　  　　　　　　　　　「上方寄席・狂言」　（大ホール　１０校　９，１３０名参加）
　１１月８・９日　なつかしの名作映画会　（大ホール　４１６名参加）
　１２月１６日　明石第九演奏会（大ホール　９６４名参加）
　１２月１６・１７日　クリスマス子どもシアター「それいけ！アンパンマン」
　　　　　　　　　　　　（中ホール・西部ホール　１，２８４名参加）
　１月　４日　新春　明石寄席（中ホール　４５０名参加）
　２月　４日　しおさいコンサート「エクラin明石」（中ホール　２７０名参加）
　２月１２日　白鳥の湖（大ホール　８７６名参加）
　２月１８日　近藤嘉宏ピアノコンサート（大ホール　７３７名参加）
　３月１０日　しおさいジャズコンサート　「北野タダオ＆アロージャズ
　　　　　　　　オーケストラ」　（大ホール　８４９名参加）
　３月１８日　勇者ブルードラゴン（中ホール　４１７名参加） 

・公演中の一時保育を実施した。（６公演） 
・西部市民会館クリスマス子どもシアターの開催の際、開催時期に 
合わせてロビーを会場として幼児の絵画展を開催し、好評を得た。 
・鎌田實講演会　（西部ホール）と夏休み親子映画試写会（大ホー 
ル）については、はがき応募による無料公演として実施した。 
・勇者ブルードラゴン（中ホール）は、市民公募による優秀賞を獲得 
した公演である。 

市民会館 ３０１日開館
　 中崎公会堂 ３１２日開館
　 市民ホール ２１４日開館
　 西部市民会館 ２９４日開館 
＜休館日、開館時間の柔軟な運用＞ 
・休館日である月曜日を利用者のニーズにあわせて開館 年 
間４回実施。 

・設備等の維持管理については、外部専門業者と正 
職員２人と正職員以外18人（1-③）で、日常の管理業 
務のほか、設備機器等の法令点検や定期点検を実施 
した。 

・ホームページは、市ホームページを利用し、独 
自のホームページが無かった。 
・西部市民会館のスロープ展示ケースの利用状 
況　（１３団体） 
・広報誌「しおさい」の発行（月刊・各７０００部発 
行） 
・友の会事業 

・年間16公演26ステージ開催。 
・年間の収支比率は102.3％、入場率は83.5％。 
・入場者２０，８０２名。 
＜開催公演＞
　5月14日　アンサンブル・シェーヌ（中ホール、３２３ 
名）
　7月26日　夏休み子ども劇場（大ホール、2,168名）
　7月28日　トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ（大ホー 
ル、1,028名）
　8月6日　THE WINDS OF GOD（大ホール、1,178名）
　9月10日　県民芸術劇場（西部ホール、258名）
　10月10日　ちゅら舞紀行（大ホール、1,184名）
　10月13・14日　しおさい名画劇場（大ホール、1,544 
名）
　10月19日　ロマンティックショパン（大ホール、486名）
　10月29日　中崎寄席（中崎公会堂、255名）
　11月12日　しおさい新人演奏会（西部ホール、149 
名）
　11月15～25日　高校生鑑賞教室（大ホール、8,832 
名）
　11月20日　和楽コンサート（中崎公会堂、197名）
　12月3日　明石第九演奏会（大ホール、748名）
　1月4日　新春明石寄席（中ホール、394名）
　2月25日　NHK公開録画「爆笑オンエアバトル」（大 
ホール、960名）
　3月12日　関西２１世紀交響楽団演奏会（大ホール、 
1,100名） 

＜友の会開催＞
　6月29・30日　しおさい名画劇場
　　　「川の流れのように」（大ホール・西部ホール、 
1,266名）
　12月17日　クリスマス子どもシアター（大ホール、 
1,337名） 

・市民会館独自のホームページを開設。 
・西部市民会館のスロープ展示ケースの利用状況　（１４団 
体） 
・神戸国際会館、松方ホールとチケット販売で提携 
・広報誌「しおさい」の発行（月刊・各７０００部発行） 
・友の会事業 

平成18年度実績 
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(2) 施設等の利用状況 平成17年度（前年度）実施結果 

(3) その他 平成17年度（前年度）実施結果 

所管課コメント 

・利用者ニーズに合わせた開館時間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。 
・４施設の利用者合計では、入場者数（３２４，７７７人）と利用率（７２．２％）が、昨年度の実績を若干 
上まわっているが、各施設別に見ると、西部市民会館の利用が低調である。さらなる促進を図らなけ 
ればならない。 
・自主事業公演は、昨年度に比べて大型公演（費用のかかる）を多く企画し、市民に質の高い芸術鑑 
賞の機会を提供できたことと、各公演ともほぼ順調な入場者を確保したことは評価できる。 
・市民参加型ミュージカル「勇者ブルードラゴン」は、地元小学校児童が共演した市民公募の公演で、 
企画の点、ほぼ満員の入場者を得た点、市民と指定管理者の距離を縮めた点でも評価できる。 

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 

①施設利用状況 

②その他の利用状 
況

①職員研修の実施 
状況 

⑤その他 

＜大ホール＞　269日、182件、154,053人、61.7％ 
＜中ホール＞　293日、174件、48,101人、54.9％ 
＜会議室＞　　296日、1,213件、30,335人、68.7％ 
＜西部ホール＞282日、122件、29,080人、40.1％ 
＜西部練習室＞294日、563件、23,232人、96.6％ 
＜市民ホール＞214日、169件、18,681人、67.8％ 
＜公会堂大広間＞312日、660件、16,814人、95.2％ 
＜公会堂和室＞　 285日、264件、2,733人、63.8％ 

＜友の会＞ 
・会員数　130名 
＜第九合唱団＞ 
・団員数　213名 

＜大ホール＞利用可能269日、214件、164,952人、利用率72.5％ 
＜中ホール＞利用可能287日、175件、43,283人、利用率55.7％ 
＜会議室＞利用可能302日、1,279件、26,903人、利用率72.8％ 
＜西部ホール＞利用可能281日、109件、22,367人、利用率37.0％ 
＜西部練習室＞利用可能300日、577件、24,619人、利用率97.7％ 
＜市民ホール＞利用可能309日、277件、21,945人、利用率76.1％ 
＜公会堂大広間＞利用可能313日、643件、17,306人、利用率 
96.8％ 
＜公会堂和室＞利用可能313日、272件、3,402人、利用率69.0％ 

・個人情報保護条例の解釈運用の手引きの配 
布を受け、各人個人研修を行った（１月）。 

・情報公開事務の手引きの配布を受け、各人個 
人研修を行った。 

・安全管理マニュアル、チェックリストを作成し、４ 
月に研修を実施した。 
・非常災害時マニュアルを作成し、７月に研修を 
実施した。 
・5月6日、7月13日、10月20日に消防訓練を実施 
した。 

平成18年度実績 

平成18年度実績 

・個人情報保護マニュアルを作成し、全社員への研修を実施 
し（4月）、取扱いについて徹底を図っている。 

・情報公開対応についてもガイドラインを作成し、情報の取 
扱いの徹底を図っている。 
・情報公開については、２月１４日に指定管理者募集要項、 
基本協定書、年度協定書の公開請求があり、３月６日に公 
開した。 

・安全管理マニュアル、チェックリストを作成し、４月27日に全 
社員への研修を実施した。 
・非常災害時マニュアルを作成し、５月に全社員への研修を 
実施した。 
・4月27日、１２月２６日に市民会館で消防訓練を実施した。 
・5月25日に西部市民会館で消防訓練を実施した。 
・5月25日、１１月２７日に中崎公会堂で消防訓練を実施し、 
同時に公会堂職員のＡＥＤ取り扱い研修を実施した。 

・施設運営関連研修と個人情報保護に関する研修として全 
職員を対象に、受付業務、舞台業務に関する研修として、各 
担当者を対象に、計７回実施。 
・安全の取り組みでは、安全点検リストや危機管理マニュア 
ルを作成するとともに、各施設ごとに消防訓練（市民会館：４ 
月２７日、１２月２６日、西部市民会館：５月２５日、中崎公会 
堂：５月２５日、１１月２７日）を実施。 
・市民救命士講習会に参加（3/17　５名、6/8　４名取得） 
・防火管理者講習会資格修得（6/6～7　１名） 
・甲種防火管理者再講習会受講者１名 

・専門学校との連携によりホームページの管理 

＜友の会の活動＞ 
・会員数 ８１名
　　（個人情報保護のため名簿引継なし、広報のみの応募 
数） 
＜第九合唱団の育成＞ 
・団員数 ２１０名、練習回数 ２７回 
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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） 

行政評価委員会の外部評価 

所管課コメント 

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 
公演数や利用率、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・営業活動などの取り組みを求めていく。 

所管課コメント 

・収支状況については、適正に処理されている。 
・指定管理料（１６５，１８３千円）に含まれる備品購入費、修繕費については、８８２，９９３円減で精算 
したため、実質、指定管理料は１６４，３００千円になった。 

②使用料等の収入 
状況 

①収支状況 

・使用料収入 68,683千円 
市民会館 44,401千円

　 市民ホール 2,888千円
　 中崎公会堂 1,742千円
　 西部市民会館 19,652千円 

・収入（年間）447,853千円 　・支出（年間）447,853千円
　 使用料　 66,787千円　　総　 務　 費　298,202千円 

入場料 　29,571千円　　事　 業　 費　　29,002千円
　 広告料 768千円　　償還金利子　120,649千円
　 雑　 入 　18,108千円
　 繰入金　322,719千円
　 市   債 9,900千円 

・使用料収入　 66,787千円
　　市民会館 40,407千円

　　　市民ホール 1,920千円
　　　中崎公会堂 1,884千円
　　　西部市民会館 21,155千円
　　　行政財産目的外使用料 1,421千円 

・収入実績　　 278,561千円
　指定管理料　 164,300千円
　使用料　　　 　 68,683千円
　自主事業　 40,504千円
　その他　　　　　　 5,074千円 

・支出実績　　　 272,814千円
　人件費 　　   　 95,550千円
　管理費　　　 123,508千円
　事務費　　　　 7,454千円
　事業費　　　　 45,117千円
　その他　　　　　 1,185千円 

平成18年度実績 
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明石市立夜間休日急病センター 

保険・健康部健康推進課 

1 指定管理者 

平成１７年度（前年度） 

①指定管理者 委託（社団法人明石市医師会） 

②事業期間 

2 顧客満足度 

平成１７年度（前年度）実施結果 

③管理体制 

【管理部門】　５名 
・所長（医療法上の管理者）１名、事務長１名、事務員１名、 
臨時事務員１名、委託事務員１名（月、木、土のみ）を配置 
【運営部門】 
・医師２～３名、薬剤師２～４名、看護師３～６名（正規・パ 
ート等)、医療事務員２～５名(委託)を配置 

※患者数により別途応援 

・待ち時間については、年末年始等の繁忙 
期については、診察のスタッフを増員して対 
応しているが、長時間になる場合があり、患 
者が診察の状況を把握できるように今年度 
から受付番号表示の機器を設置し、受診環 
境の改善に努めた。 

平成１８年度実績 

施設に関する意見　４件 
受診時のスタッフの対応等に対する意見 ４件 
スタッフの受診対応に対するお礼　２件 
待ち時間の短縮に対する要望　４件 
診療の呼び出しの順番に対する意見　２件 
医師の増員等に対する要望　２件 

②アンケート調査 
の結果 

指定管理業務評価シート 

平成１８年度 

社団法人明石市医師会 

施設名 

所管課

　　　　　　　平成１８年９月1日～平成１９年３月３１日 
※平成１８年４月１日～平成１８年８月３１日の期間は、業務 

委託により実施。 

③利用者からの主 
な苦情とその対応 
等 

同左 

急病患者に対する施設であるため、アンケート調査は実 
施していませんが、待合室に「ご意見箱」を設置し、常に利用 
者から意見を投函できるようにしている。 

身障者用の駐車スペースの利用に対する意見　１件 
受診時のスタッフの対応等に対する意見　４件 
スタッフの受診対応に対するお礼　４件 
待ち時間の短縮に対する要望　３件 
診療の呼び出しの順番に対する意見　１件 
自動販売機（お菓子専用）を設置してほしいとの意見　１件 
内科・小児科以外の診療科の受診に対する意見　１件 

・待ち時間の短縮の要望があったが、ゴールデンウィーク、 
年末年始などの患者数が多く見込まれる場合、医師 等の診 
療スタッフの増員や受診者が診療状況を把握できるように番 
号案内表示設置するなど受診環境の改善に努めている。 
・診察対応については、お礼がある一方で苦情もあるため、 
従事スタッフに周知徹底している。 
・スタッフの患者への診察時の対応に関する苦情について 
は、市及び指定管理者が連携のうえ、対応している。また、 
投薬の処方等医療に関する苦情については、専門性が高い 
ため、原則、指定管理者で対応し、経過状況等の報告を指 
定管理者より受けている。 

①アンケート調査 
の実施状況 

同左 

所管課コメント 
・患者数の増加に伴う診療体制について、柔軟に対応している。 
・診察対応については、改善すべき点などがあれば適宜対応するよう引き続き指導・監督を行う。 
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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 

(2) 施設等の利用状況 平成１７年度（前年度）実施結果 

・業者委託により日常清掃を実施し、受診 
の適切な環境を保持した。 
・業者委託による定期点検や明石市と連携 
した一斉点検等を実施した。 
・警備業務については、指定管理者より警 
備業者へ委託し、急病センターに職員等が 
不在の場合、機械警備を実施している。 
・建物に隣接する側溝の周囲に安全性の 
確保からフェンスを設置した。 
・嘔吐・下痢等の患者に対する汚物処理の 
対応としてトイレを改修し、汚物流しを追加 
設置した。 

＜診療業務＞ 

同左 

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 

・業者委託により日常清掃を実施し、受診時の適切な環境を 
保持した。 
・業者委託による定期点検や明石市と連携した一斉点検等 
を実施した。 
・警備業務については、指定管理者より警備業者へ委託し、 
急病センターに職員等が不在の場合、機械警備を実施して 
いる。 
・駐車場の車の出入りについて、安全確保の観点からカーブ 
ミラーを設置した。その他必要に応じ、施設改修の修繕を実 
施した。 

＜診療状況＞
　
　※業務委託期間を含む年間の患者数を計上。 

①運営業務 

診療科 診療日 診療時間 

夜間（毎日） 午後９時～翌日午前７時 

日曜、祝日及び12月30日 
～１月３日昼間 

午前９時～午後６時 

夜間（毎日） 午後９時～午後１２時 

日曜、祝日及び12月30日 

～１月３日昼間 
午前９時～午後６時 

内　科 

小児科 

夜間 昼間 計 

内   科 ５,０６２人 ３,３２２人 ８,３８４人 

小児科 ５,９１９人 ５,２７２人 １１,１９１人 

計 １０,９８１人 ８,５９４人 １９,５７５人 

夜間 昼間 計 

内   科 5,094人 3,192人 8,286人 

小児科 6,301人 5,487人 11,788人 

計 11,395人 8,679人 20,074人 
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(3) その他 平成１７年度（前年度）実施結果 

同左 

同左 

同左 

同左 

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 

平成１８年度実績 

・関係法令に基づき個人情報の適正な管理に必要な措置を 
講じている。特に個人情報の目的外利用、第三者への提供 
等を行なうことがないよう、個人情報の適正な管理に必要な 
措置を講じている。 

・公益法人の業務及び財務に関する資料については、医師 
会本部事務所に据え置き、閲覧に供することとしている。ま 
た、文書管理は、事務処理規程を定め、処理方法、保存年 
限を定め、適正に行っている。 
・公開請求等はない。 

・緊急対応表を作成し、スタッフ間で内容を確認した。 
・消防計画を作成し、消防訓練を実施した。 

・医師、薬剤師、看護師及び事務職員等による運営委員会 
を年６回開催し、診療体制の確認や問題点等の協議、検討 
を実施している。 
・市で年４回開催した運営協議会において、診療体制等の協 
議を行い、市との連携を図っている。 
・看護師については、ＡＣＬＳ(救命）の講習を受講している。 

所管課コメント 

・内科・小児科の急病患者の応急的な診療を行う施設として、平成１５年６月より開設された。 
・明石市医師会は、開設当初から業務委託により管理運営業務を実施し、平成１８年９月から指定管理者 
として継続実施している。 
・今年度についても約２万人の受診者の診療を行い、急病センター設置以前の日毎に当番で医療機関が 
変わる在宅当番医制と比較し、診療場所を定点化したことで、地域住民に対する初期救急医療体制の推 
進を図っている。 
・待ち時間の短縮について、受診者よりご意見等があるが、ゴールデンウィーク、年末年始及びインフル 
エンザの流行期など患者が多い繁忙期並びに患者が集中する時間帯では、スタッフを増員し、診療体制 
を確保している。ただし、上記の体制の場合についても、比較的待ち時間が長くなる場合がある。その理 
由としては、急病でない受診者が一般の診療所と同じような感覚で受診される場合などがあり、市及び指 
定管理者が連携のうえ継続して、施設利用についての広報活動の充実を図る必要がある。 

以上のことから、診療体制の整備をし、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。 
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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　174,863千円 

※業務委託期間を含む。使用料は、市の歳入となる。 
インフルエンザの流行期の開始が遅かったことにより患者 
数が減少し、昨年度と比較し、使用料は減収となった。 

・使用料収入　210,060千円 
※使用料は、市の歳入となる。 

・収入実績　258,777千円 

【内訳】 
指定管理料　　　203,049千円 
業務委託料　  　 86,651千円 
H16年度精算金 58,387千円 
H18年度精算返還金 

△89,310千円 

・支出実績　258,777千円 

【内訳】
　人件費　 17,796千円
　事務費　 10,690千円
　管理費　 35,140千円
　事業費　186,823千円
　その他 8,328千円 

平成１８年度実績 

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 

所管課コメント

　 診療について、事故もなく事業計画どおりに適正に実施されている。全国的な傾向として救急医療が可 
能な小児科医師が不足し、診療体制の維持が困難な中で、医師の確保に尽力している点は特に高く評価 
している。 

収支状況については、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問題は 
ない。 

以上のことから、平成１８年度において、指定管理者である「明石市医師会」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、診療業務の向上のため、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。 

・収入実績 ・支出実績　

　　 316,072千円 260,976千円 
【内訳】 【内訳】 
業務委託料 人件費　18,095千円 

230,000千円 事務費　11,227千円 

H15年度精算金 管理費 36,634千円 

86,072千円 事業費 181,410千円 

その他 13,610千円 
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指定管理者事業報告書 

１ 総則 

指定管理者 社団法人 明石市医師会 

施設名 明石市立夜間休日急病センター 

事業期間 
平成１８年９月１日から平成１９年３月３１日 

※平成１８年４月１日から８月３１日までは業務委託により実施 

管理運営体制 

【管理部門】 

所長（医療法上の管理者）１名、事務長１名、事務員１名、臨時事務員１名、 

委託事務員１名（月、木、土のみ） 

【運営部門】 

医師２～３名、薬剤師２～４名、看護師３～６名(正規・パート等)、医療事務員２～５名(委託) 

※患者数で別途応援 

職員の勤務状況等 

正規職員（事務職）については、週５日平日勤務及び土曜日昼間は交替勤務 

正規職員（看護師）については、ローテーション勤務 

医師、薬剤師及びパート看護師については、適宜 

２ 顧客満足度

項目 実施状況（実績） 

利用者アンケート 
急病患者に対する応急的な診療を行う初期救急医療施設であるため、アンケートは実施していませんが、 

待合室に「ご意見箱」を設置し、常に利用者からご意見をいただけるようにしています。 

施設・設備 身障者用の駐車スペースの利用に対する意見 １件 

職員の対応 
受診時のスタッフの対応等に対する意見 ４件 

スタッフの受診対応に対するお礼 ４件 

事業内容 
待ち時間の短縮に対する要望 ３件 

診療の呼び出しの順番に対する意見 １件 

附属設備 施設内に自動販売機（お菓子専用）を設置してほしいとの意見 １件 

利

用

者

の

声 

施設・業務全体 内科・小児科以外の診療科の受診に対する意見 １件 

顧客満足度自己評価 

待ち時間については、ゴールデンウィーク、年末年始及びインフルエンザの流行期などでは、患者が多く、 

長い待ち時間になっている場合がある。これに対し、医師等のスタッフの増員や診察順番の表示をするなど 

の対応を実施しています。 

スタッフの対応についても診療に対するお礼がある一方で、対応等に対する苦情もあるため、スタッフ及 

び明石市と協議し、改善の可否を判断し、継続して対応していきます。 

ゴールデンウィークや年末年始等の繁忙期には、待合室の案内整理及び、駐車場の運営について警備員を 

配置し、安全の確保等を図っています。
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３ 事業達成度

業務 事業計画 実施状況（実績） 

【内科】 

○日曜、祝日及び年末年始(１２月３０日から１月 

３日） 

午前９時～午後６時、午後９時～翌日午前７時 

○その他の日 

午後９時～翌日午前７時 

【内科】 

○日曜、祝日及び年末年始(１２月３０日から１月 

３日） 

午前９時～午後６時、午後９時～翌日午前７時 

○その他の日 

午後９時～翌日午前７時 
診療時間 

【小児科】 

○日曜、祝日及び年末年始(１２月３０日から１月 

３日） 

午前９時～午後６時、午後９時～午後１２時 

○その他の日 

午後９時～午後１２時 

【小児科】 

○日曜、祝日及び年末年始(１２月３０日から１月 

３日） 

午前９時～午後６時、午後９時～午後１２時 

○その他の日 

午後９時～午後１２時 

運
営
業
務
 

広報・宣伝 ホームページを開設し、情報提供を行っている。 ホームページを開設し、情報提供を行った。 

清掃 
業者委託により日常清掃を実施し、受診の適切な環 

境を保持した。 

保守･点検 
業者委託による定期点検や明石市と連携した一斉 

点検等を実施した。 

維
持
管
理
業

務
 

修繕 

受診者が安全かつ快適に受診できるよう、従前どお 

り明石市と連携を図りながら、適切な維持管理及び修 

繕を行っていきます。 
駐車場の車の出入りについて、安全確保の観点から 

カーブミラーを設置した。 

診
療
業
務
 

受診者数 

年間患者数見込 21,000人 

（内訳） 

内科 9,000 人 

小児科 12,000 人 

年間患者数実績 19,575人 

（内訳） 

内科 8,384人 

小児科 11,191人 

職員研修 
看護師に対する専門研修への参加や従事スタッフ 

に対する研修会を実施する。 

医師、薬剤師、看護師及び急病センター事務局で運 

営委員会を開催し、運営体制等に対する協議を行っ 

た。（年６回）また、市で開催する運営協議会（年４ 

回）においても運営体制及び運営方法について協議 

し、診療業務の向上を図った。 

看護師が ACLS(救命)講習会に参加した。（年２回４ 

名） 

個人情報保護 

関係法令に基づき個人情報の適正な管理に必要な 

措置を講ずる。特に個人情報の目的外利用、第三者へ 

の提供等を行なうことがないよう、個人情報の適正な 

管理に必要な措置を講ずる。 

公開請求なし 

情報公開 

公益法人の業務及び財務に関する資料については、 

本部事務所に据え置き、閲覧に供することとしてい 

る。また、文書管理は、事務処理規程を定め、処理方 

法、保存年限を定め、適正に行っている 

公開請求なし 

そ
の
他
業
務
 

緊急時対応 

緊急時対応表を作成し、内部で確認をする。 

消防計画を作成し、年１回の消防訓練及ぶ部分訓練 

を実施する。 

緊急対応表を作成し、スタッフ間で内容を確認し 

た。また、消防計画を作成し、消防訓練及び部分訓練 

を実施した。 

事業達成度自己評価 

運営業務および診療業務については、当初の事業計画どおり実施し、初期救急医療施設として機能をはた 

した。また、患者数が多いゴールデンウィーク、年末年始及びインフルエンザの流行期などでは、医師等の 

スタッフの増員や応援体制を整備するなど内科及び小児科の初期医療体制を確保できたものと判断する。 

維持管理業務については、年間を通して的確な業務運営ができたものと判断する。 

研修、スタッフ間の連絡会議及び緊急時対応等などについても、指定管理者制度導入以前より定期的に実 

施している内容を本年度についても継続実施し、一定の成果を残せたものと判断する。 

現状の診療体制を維持する上で、現在医師の確保に大変な苦労をしており、特に小児科医師の継続的かつ 

安定的な確保が大きな課題となっているが、随時、関係機関へ医師の出務要請や広告等により医師の募集を 

するなどの措置により体制の確保に努めた。
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４ 収支状況 

項目 収支計画 
実施状況 

（実績） 
執行状況分析 

指定管理料 203,049千円 203,049,000円 

業務委託料 86,651千円 86,651,000円 

平成 16年度精算金 58,387千円 58,387,331円 
調剤業務（薬剤師会部分） 

12,981,940円を含む。 

平成 18年度精算返還金 △89,310,254円 
調剤業務（薬剤師会部分） 

12,321,266円を含む。 

収
 

入
 

収入合計 348,087千円 258,777,077円 

人件費 25,895千円 17,795,524円 

事務費 19,367千円 10,690,487円 

管理費 55,648千円 35,139,696円 

事業費 237,569千円 186,822,958円 

その他 9,608千円 8,328,412円 

支
 

出
 

支出合計 348,087千円 258,777,077円 

事
業
収
支
 

収支 0 円 0 円 

診療報酬収入比率 
(診療報酬収入／収入) 

年間診療報酬見込 

202,335,000円 

58.13％ 

年間診療報酬 

174,863,387円 

67.57％ 

診療報酬収入は市の歳入になっ 

ています。 

人件費等比率 
（人件費及び事業費/支出） 

75.69％ 79.07％ 

経
営
指
標
 

患者当たりコスト 
(支出／患者数) 

16,576円 13,220円 

収支状況自己評価 

事業費に含まれる医師、薬剤師、看護師及び医療事務員等の経費については、インフルエンザ等 

による患者数の動向に大きく左右され、患者数状況によって随時、スタッフの応援体制を組めるよ 

うに体制を整備しているが、今年度については、インフルエンザの流行期の開始が遅かったため、 

支出経費は、予定より大きく下回った。これに伴い、市の収入となる診療報酬についても見込み額 

より下回った。 

管理費の主な執行残の状況については、修繕費は、医療機器の突発的な故障に対し、緊急対応を 

する必要があるため、該当機器の修繕費を計上していたが、今年度については修繕がなく、経費の 

削減となり、また、警備会社への業務委託については、患者見込数が予定より少なかったため、警 

備員の配置についての支出が当初見込より少なく、委託費の削減となった。さらに、光熱水費につ 

いては、前年度より急病センター２階に地域包括支援センターが設置されたことに伴い、年間実績 

がなかったため概算で計上した結果、実績額が下回わり、経費の削減となった。 

５ 総合評価 

指定管理者自己評価 

・診療業務 

内科・小児科の急病患者の応急的な診療を行う施設として、平成１５年６月より市からの業務委託で管理運営 

業務を受託し、平成１８年９月から指定管理者の指定を受け、診療業務を継続し実施しており、今年度について 

も約２万人の受診者の診療業務を行い、急病センター設置以前の日毎に当番で医療機関が変わる在宅当番医制と 

比較し、診療場所が定点化されたことで、地域住民に対する初期救急医療体制の推進が図れた。 

また、待ち時間の短縮について、受診者よりご意見等がありますが、ゴールデンウィーク、年末年始及びイン 

フルエンザの流行期など患者が多い繁忙期並びに患者が集中する時間帯では、スタッフを増員し、診療体制を確 

保している場合についても、比較的待ち時間が長くなる場合があります。理由としては、急病でない受診者が一 

般の診療所と同じような感覚で受診される場合などがあり、市と連携のうえ継続して、施設利用についての広報 

活動の充実を推進します。 

支出経費については、スタッフの出務等人件費に係る経費は、患者数の増加により医師等の増員配置及び応援 

体制等により大きく変動するため、随時、市と協議等を行いながら初期救急医療体制の維持について、努めます。 

・維持管理業務 

日常点検、維持管理業者による定期点検及び市と連携した点検などにより、定期継続的な点検及び修繕に努め 

た。
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明石市立休日歯科急病センター 
兼障害者等歯科診療所 

保険・健康部　健康推進課（総合福祉センター） 

1 指定管理者 

平成１７年度（前年度） 

①指定管理者 委託（明石市歯科医師会） 

②事業期間 

2 顧客満足度 

平成１７年度（前年度）実施結果 

③管理体制 

【休日歯科診療】 
・歯科医師１～３名、歯科衛生士２～５名、事務員1名 
【障害歯科診療】 
・歯科医師3名、歯科衛生士4名、看護師1名、事務員1名 
＊正職員2名（歯科衛生士、事務員）、その他はパート等 

・市政意見箱へ、診療所でのレントゲン撮 
影写真のかかりつけ医への引継ぎについ 
て意見があり明石市より回答済み 

平成１８年度実績 

②アンケート調査 
の結果 

指定管理業務評価シート 

平成１８年度 

社団法人　明石市歯科医師会 

施設名 

所管課 

平成１８年４月1日～平成１９年３月３１日 

③利用者からの主 
な苦情とその対応 
等 

【休日歯科診療】 
・歯科医師１～３名、歯科衛生士２～５名、 
歯科助手１名 
【障害歯科診療】 
・歯科医師３名、歯科衛生士４名、看護師１ 
名、事務員１名 
＊正職員１名（歯科衛生士）、他はパート等 

・アンケートは、特には実施していないが、窓口に「ご意見 
箱」を設置し、利用者に意見がある場合に記入していただく 
ようにしている。 

・これまでのところ、ご意見箱への投函はない。 

①アンケート調査 
の実施状況 

・特になし 

所管課コメント ・特に利用者からの苦情もなく、適正に運営されている。 

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 

・診療機器の維持管理について、歯科衛生 
士等が診察前および終了時に使用機器等 
の点検を行い不備があれば専門業者に連 
絡し、受診者が安全かつ快適に受診できる 
よう努めた。 

【休日歯科診療】　771人（71日） 
【障害歯科診療】　1,151人（96日） 

・障害者（児）電話歯科相談　14３件 
・歯科相談　１７件 

・障害者（児）電話歯科相談：
　月曜～金曜　午前10時～12時、午後1時 
～4時 
・歯科相談：
　毎週火曜日　午後1時～2時30分 

・障害者（児）電話歯科相談：　月曜～金曜　午前10時～12 
時、午後1時～4時 
・歯科相談：　毎週火曜日　午後1時～2時30分 

【休日歯科診療】 
・日曜・祝日及び年末年始（71日）　午前10時～午後2時まで 
【障害歯科診療】 
・毎週水・木曜（休日歯科診療と重なる場合は休日を優先）
　午後1時～4時 

【休日歯科診療】 
・日曜・祝日及び年末年始（71日）　午前10 
時～午後2時まで 
【障害歯科診療】 
・毎週水・木曜（休日歯科診療と重なる場合 
は休日を優先）　午後1時～4時 

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 

・障害者（児）電話歯科相談　148件 
・歯科相談　21件 

平成１８年度実績 

・診療機器の維持管理について、歯科衛生士等が診察前お 
よび終了時に使用機器等の点検を行い不備があれば専門 
業者に連絡し、受診者が安全かつ快適に受診できるよう努 
めた。 

【休日歯科診療】　810人（71日） 
【障害歯科診療】　1,190人（96日） 

①運営業務 
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(3) その他 平成１７年度（前年度）実施結果 

・医療事故対策として、日常業務の中で研 
鑽に努めるほか、執務医、歯科衛生士等に 
4月9日、3月1９日に研修等を実施した。 

・特になし 

・医療関係法令においても個人情報保護に 
関する規定があり、従前から適正な取扱が 
行われている。 

・適切な情報管理に努めている。公開請求 
等はない。 

・診察時の緊急時対応表を作成し、5月の 
運営委員会で伝達。診療所内で執務医、職 
員等で確認した。 
・福祉センターと合同で消防訓練等を実施 
した。 

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 

・障害者等歯科診療に関するパンフレットを作成し、市立幼・ 
小・中・養護学校、作業所に配布し、ＰＲに努めた。 

平成１８年度実績 

・医療関係法令においても個人情報保護に関する規定があ 
り、従前から適正な取扱が行われている。 

・適切な情報管理に努めている。公開請求等はない。 

・診察時の緊急時対応表を作成し、5月の運営委員会で伝 
達。診療所内で執務医、職員等で確認した。 

・医療事故対策として、日常業務の中で研鑽に努めるほか、 
執務医、歯科衛生士等に7月22日講演会、9月10日、3月11 
日に実務研修等を実施した。 

所管課コメント 
・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おり、特に障害者等診療に関するパンフレッ 
トを作成し、ＰＲに努めた結果、障害者歯科診療の利用者が昨年度より増加している点は高く評価され 
る。 
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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　　18,269千円
　参考　内訳　休日歯科　7,281千円
　　　　　　　　　障害歯科10,988千円
　＊使用料は、市の歳入となる。

　
【休日歯科診療】 
・収入実績　10,387千円
　　委託料 　10,387千円 
・支出実績　10,387千円 

【障害歯科診療】 
・収入実績　37,552千円
　　委託料 　32,344千円
　　備品　　 　5,208千円 
・支出実績　37,552千円 

・使用料収入　　19,757千円
　参考　内訳　休日歯科　7,571千円
　　　　　　　　　障害歯科12,186千円 

【休日歯科診療】 
・収入実績　　　 10,738千円
　　指定管理料　11,000千円
　　精算返還金　 △262千円 

【障害歯科診療】 
・収入実績　　　 32,308千円
　　指定管理料　33,000千円
　　精算返還金　 △692千円 

【休日歯科診療】 
・支出実績　10,738千円
　　人件費　　7,870千円
　　事務費　　　　62千円
　　管理費　　1,012千円
　　事業費　　1,656千円
　　その他　　　138千円 

【障害歯科診療】 
・支出実績　32,308千円
　　人件費　25,655千円
　　事務費　　　206千円
　　管理費　　　809千円
　　事業費　　5,451千円
　　その他　　　187千円 

平成１８年度実績 

所管課コメント ・収支状況については、指定管理料の範囲で運営されており、適正に処理されている。 

行政評価委員会の外部評価 

所管課コメント

　休日歯科、障害歯科ともに事故や利用者からの苦情もなく事業計画どおりに適正に実施されている。特 
に、広報活動や職員研修について、積極的な取り組みがなされている点は高く評価される。
　また、適正な収支状況であると認められ、個人情報保護等安全面でも特に問題はない。
　以上のことから、平成18年度において指定管理者である「明石市歯科医師会」による適正な管理運営が 
なされていると判断する。 
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指定管理者事業報告書 

１ 総則 

指定管理者 社団法人明石市歯科医師会 

施設名 明石市立休日歯科急病センター兼障害者等歯科診療所 

事業期間 平成１８年４月 1日 ～ 平成１９年３月３１日 

管理体制 

・休日歯科診療 臨時歯科衛生士２～５名、歯科医師１～３名、事務員 1名 

・障害歯科診療 歯科衛生士４名、看護師１名、事務員１名、歯科医師３名 

正規職員２名（歯科衛生士１名、事務員１名） 、その他はパート、臨時等 

職員の勤務状況等 
正規職員については、週５日勤務（９時～１７時） 

パート・臨時等及び歯科医師については、適宜必要な日時に勤務 

２ 顧客満足度

項目 実施状況（実績） 満足度分析 

利用者アンケート 

アンケートは特に実施していないが、窓口に「ご意見箱」を設置し、利 

用者に意見がある場合に記入していただくようにしている。 

これまでのところ、ご意見箱への投函はありません。 

対応に満足していただいている 

顧客満足度自己評価 特に意見、苦情等もなく適切に運営している
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３ 事業達成度

業務 事業計画 実施状況（実績） 達成度分析 

休日:日曜・祝日及び年末年始 午前１０ 

時から午後２時まで 

休日:日曜・祝日及び年末年始 午前１ 

０時から午後２時まで 
達成できた 

開館日・時間 
障害：毎週水・木曜日（休日と重なる場合 

は休日優先）午後１時から午後４時まで 

障害：毎週水・木曜日（休日と重なる 

場合は休日優先）午後１時から午後４ 

時まで 

達成できた 

障害者(児)電話歯科相談：月曜～金曜 午 

前１０時～１２時、午後１時～４時 

障害者(児)電話歯科相談：月曜～金曜 

午前１０時～１２時、午後１時～４時 
達成できた 

その他業務 
歯科相談：毎週火曜日 午後１時～午後２ 

時３０分 

歯科相談：毎週火曜日 午後１時～午 

後２時３０分 
達成できた 

運
営
業
務
 

広報・宣伝 
障害者歯科診療所に関するパンフレット 

作成予定 

障害者歯科診療に関するパンフレット 

を作成し、市立幼・小・中・養護学校、 

作業所に配付し、ＰＲに努めた。 

達成できた 

保守･点検 
受診者が安全かつ快適に受診できるよう 

適切な維持管理を行う 

診療開始前および終了後に使用機器等 

の点検等を行っている 
適切に行った 

維
持
管
理
業

務
 

修繕 必要に応じて明石市と協議の上行う 診療所内の収納棚等の修理を行った 適切に行った 

休
日
歯
科
診

療
 

開設日数・利用者数 ７１日 
７１日 

８１０人（男448人、女 362人） 
達成できた 

障
害
歯
科
診

療
 

開設日数・利用者数 ９５日 
９６日 

１１９０人（男661人、女 529人） 

診療日を１日増加させ 

た 

職員研修 診療所執務者に対して適時必要な研修等 

を行う 

執務医、 歯科衛生士等に7月 22日講演 

会、9月 10日、3月 11日に実務研修等 

を実施した 

達成できた 

個人情報保護 
個人情報の重要性を認識し、 関係法令等に 

基づき個人情報の取り扱いを適切に行う 
個人情報の適切な保護管理に努めた 達成できた 

情報公開 
ホームページ等で適切な情報提供に努め 

る 

ホームページ等で積極的に情報提供を 

行った 
達成できた 

そ
の
他
業
務
 

緊急時対応 緊急時対応表を診療所内で確認する 
緊急時対応表を診療所内で執務医、職 

員等で再確認した 
達成できた 

事業達成度自己評価 各業務は達成あるいは適切に行われており問題はない
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４ 収支状況 （単位:円） 

障害者等歯科診療 休日歯科診療 
項目 

収支計画 実績 収支計画 実績 
執行状況分析 

指定管理料 
33,000，000 33,000,000 11,000,000 11,000,000 

精算返還金 △691,617 △261,502 経費の節減に努めた 

収
 

入
 

収入合計 
33,000,000 32,308,383 11,000,000 10,738,498 

人件費 26,542,000 25,655,264 7,930,000 7,870,159 

事務費 359,000 205,790 173,000 62,135 

管理費 1,049,000 808,740 1,137,000 1,012,140 

事業費 4,770,000 5,451,233 1,610,000 1,656,320 不足分は他費目から充当 

その他経費 280,000 187,356 150,000 137,744 

支
 

出
 

支出合計 33,000,000 32,308,383 11,000,000 10,738,498 

事
業
収
支
 

収 支 0 0 0 0 

人件費比率 
(人件費／支出) 

78％ 79％ 72％ 73％ 

利用者当りコスト 
(支出／利用者数) 

27,149 13,257 

利用者当たり指定管理料 

(指定管理料／利用者数) 
27,149 13,257 

経
営
指
標
 

収支状況自己評価 指定管理料の範囲内で運営しており特に問題はない 

５ 総合評価 

指定管理者自己評価 障害者歯科、休日急病歯科とも適切に運営しており市民の健康と福祉に寄与している



1 指定管理者 

平成１７年度（前年度） 

①指定管理者 
産業交流センター委託（明石市産業振興財団）。 
勤労福祉会館は市の直営。 
サンライフ明石は委託（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 

明石市立産業交流センター 
明石市立勤労福祉会館 
明石市立中高年齢労働者福祉センター（以下「サンライフ明石」という。） 

産業振興部商工労政課 

・市からの派遣職員６人 
・嘱託職員６人 
・臨時事務員７人 
・臨時体育指導員３人 
・合計２２人 

苦情等は特になし。 

平成１８年度実績 

・市からの派遣職員９人 
・嘱託職員９人 
・臨時事務員５人 
・臨時体育指導員３人 
・合計２６人 

②アンケート調査 
の結果 

指定管理業務評価シート 

平成１８年度 

財団法人明石市産業振興財団（以下「財団」という。） 

施設名 

所管課 

③管理体制 

平成１８年４月1日～平成１９年３月３１日 

③利用者からの 
主な苦情とその対 
応等 

所管課コメント
　アンケート結果から、施設の満足度や職員の応対に、満足・普通としている者の割合が各８０％を超え、今後「利用した 
い」と答えた者の割合も８５％を超えており、顧客満足度を高い水準で維持していると判断できる。
　今後とも、顧客満足度を高い水準で維持できるよう引き続き努力が必要である。 

未実施 

＜来館者アンケート＞ 
・実施期間　　平成18年9月1日～15日 
・対　　　象　　各施設の入場者（一般利用者） 
・質問項目　　施設の満足度、職員の対応、今後の利用意向等 
・回 答 数　　　４５４ 

・苦情は特になし。 
・要望として、産業交流センターの駐車場料金値下げの要望があ 
り、値下げ等のサービス改善を行った。 
・勤労福祉会館では、施設の老朽化を指摘する声が、少数ではある 
があった。 

①アンケート調査 
の実施状況 

設問 選択肢 
産業交流 

センター 

勤労福祉 

会館 

サンライフ 

明石 

満　　足 48% 25% 39% 

普　　通 52% 64% 55% 

満　　足 54% 46% 33% 

普　　通 46% 46% 65% 

今後の利用意向 利用したい 85% 91% 98% 

施設の満足度 

職員の対応 

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 

【３施設共通】 
ワイヤレスマイク等の貸館用の附属設備の更新を 
実施。 

【勤労福祉会館】 
卓球台、貸館用のイスと机の更新を実施。 

【産業交流センター】 
・９の自主事業を実施。 
・主な事業は、経営者養成セミナー（１０月２０日実 
施　４名参加） 

【勤労福祉会館】 
・主な事業は、トレーニング講座（７５名参加） 

【サンライフ明石】 
・主な事業は、3級簿記講座（1回実施　延べ14名参 
加）、トレーニング講座（203名参加）、他に２事業を 
実施。 

【産業交流センター】 
・平成１８年４月１日からの駐車料金値下げ（30分150円→100円）を 
実施。 
・これに伴う減収分を補うため、駐車場の管理運営を平成１９年２月 
２７日から民間会社へ委託。 
・２４時間営業、早朝・夜間時間帯の料金値下げ（60分100円時間帯 
の導入、当日最大800円）を実施。 

【勤労福祉会館】 
・会館ロビーにＢＧＭを流し、雰囲気を和らげた。 

【サンライフ明石】 
・市立図書館の返却ボックスを設置した。 

平成１８年度実績 

②維持管理業務 

④その他の業務 

③実施事業 

①施設利用状況 

②その他の利用 
状況 

【３施設共通】 
職員による施設一斉点検の実施。 

【勤労福祉会館】 
屋上防水工事、トレーニング機器の修繕を実施。 

【サンライフ明石】 
空調機の修繕を実施。 

平成１８年度実績 

①運営業務 

【産業交流センター】 
・５項目２３事業（うち自主事業は１０事業）を実施。 
・主な事業は、金融・経済セミナー（１月２０日実施　４４名参加）、ラ 
イフプランセミナー（２月１７日実施　５３名参加） 

【勤労福祉会館】 
・主な事業は、ヨガ講座（180名参加）、トレーニング講座（91名参加） 

【サンライフ明石】 
・主な事業は、保健体操講座（37回実施　延べ2,657名参加）、高齢 
者体操講座（39回実施　延べ669名参加）、トレーニング講座（173名 
参加） 

産業交流 

センター 

勤労福祉 

会館 

サンライフ 

明石 

稼 働 率 44% 57% 67% 

使用件数 4,094件 4,460件 3,131件 

使用人数 168,426人 100,250人 49,903人 

（稼働率＝使用件数÷使用可能回数） 

産業交流 

センター 

勤労福祉 

会館 

サンライフ 

明石 

稼 働 率 44% 55% 67% 

使用件数 4,076件 4,294件 3,123件 

使用人数 202,702人 103,852人 52,245人 
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(3) その他 平成１７年度（前年度）実施結果 

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 

所管課コメント

　各館の管理運営については、ほぼ事業計画どおり、適正な運営や維持管理及び自主事業が行われている。特に財団 
の設立目的である「産・官・学」の連携による「発明・特許相談」や「大学・高専の公開講座」など、新規事業の実施は高く 
評価できる。
　また、使用件数が増加している点も評価できる。反面、使用人数が平成１７年度に比べ減少しているが、この理由は、申 
請書に基づくカウントから実態調査に基づくカウントに変更したことがあげられる。
　今後は、広報活動の充実や利用者アンケートの年間実施、企業訪問の更なる強化などにより、利用者ニーズにより合 
致した対策を施し、使用人数の拡大に努める必要がある。 

・安全点検リストに基づき、月１回の安全点検を実 
施。 

・産業交流センターでは、設立当初の目的を果たしたと判断し、ＯＡ 
ルームを「子育て支援センターおおくぼ」に改装し、平成１９年３月１ 
日からオープンした。 

平成１８年度実績 

・日常業務の中で、個人情報の取扱について、職員の守秘義務を徹 
底した。 

・財団のホームページをリニューアルし、寄付行為、計算書類などを 
公開した。 

④緊急時等への 
対応状況 

・安全点検リストや危機管理マニュアルを作成するとともに、毎月１ 
回、これらのリストやマニュアルに基づき安全点検を実施している。 

・新規採用職員研修（平成18年3月　新年度体制に向けた準備のた 
め） 
・市民救命士講習、ＡＥＤ取扱講習への参加（平成18年5月） 
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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 

平成１８年度実績 

所管課コメント 

・収支状況については、指定管理料等の市からの収入が減少している中、各施設ともプラスとなっており、適正に処理さ 
れている。 
・各施設の使用料についても、増収となっており、適正に処理されている。 
【産業交流センターについての特記事項】 
駐車料金の値下げに伴う減収があるが、貸館収入は前年を上回り、結果的に増収となっている。なお、駐車場収入につ 
いては、平成１９年２月に締結した民間会社との委託契約により、以後毎月100万円の収入を確保しており、安定収入と 
いう点で評価できる。 

行政評価委員会の外部評価 

所管課コメント

　顧客満足度では、利用者アンケートにおいて、概ね良好な結果が得られている。
　事業達成度では、自主事業数や利用件数が昨年度を上回り、概ね事業計画どおり適正に実施されている。
　職員研修の実施、個人情報保護や安全面での対応なども適正に実施されている。
　事業収支の面もプラスであり、適正に処理されている。
　以上から、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。
　市の責任において適正かつ必要な指導、監督に努め、一層の使用人数のアップ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の強化を求めていく。 

（単位：千円） 

うち貸館 

部分 

うち駐車場 

部分 

Ｈ18年度 75,804 54,950 45,966 8,984 12,876 7,978 

Ｈ17年度 66,345 47,408 36,487 10,921 12,536 6,401 

増減 9,459 7,542 9,479 ▲1,937 340 1,577 

勤労福祉 

会館 

サンライフ 

明石 

産業交流センター ３施設 

合計 

産業交流センターでは、駐 
車料金を値下げしたため、 
駐車場使用料収入が減少 
した。 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

平成17年度中に市へ入金された次年度分 
使用料（平成18年4月以降の使用申込に対 
する使用料）は、平成18年4月に償還金とし 
て指定管理者へ返還している。 

３施設 

合計 

産業 交流 

センター 

勤労福祉 

会館 

サンライフ 

明石 

246 ,592 146,869 54 ,373 45,350 

172,030 90,422 44,675 36,933 

▲7,141 ▲1,907 ▲3,763 ▲1,471 

3,911 2,060 232 1,619 

239 ,205 142,761 52 ,833 43,611 

107,575 66,371 17,318 23,886 

7 ,387 4 ,108 1 ,540 1,739 収支 

うち人件費 

うち精算返還金(指定管理料） 

うち自主事業 

支出実績 

収入実績 

うち指定管理料 

項　目　等 金　額 

77,157 

▲ 10,812 

66,345 

251,478 市が支出した管理運営事業費（委託料等） 

使用料収入（貸館等） 

次年度分使用料 

正味使用料収入 

項　目 
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指定管理者事業報告書 

１ 総則 

指定管理者 財団法人明石市産業振興財団 

施設名 明石市立勤労福祉会館 

事業期間 平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日 

管理体制 

効率的な運営を目指し、総務、経理、人事等の部門を中心にした管理業務については、産業交流センターで集約するこ 

ととし、勤労福祉会館には、受付窓口を主とした職員配置を行なうため、財団採用の常勤嘱託職員を館長として１名、 

臨時事務員３名を配置し、前年度比で職員１名を減員している。また、トレーニング室に臨時体育指導員２名を配置し 

た。 

職員の勤務状況等 
職員は、 休館日である毎週火曜日を休日としているが、 週休２日制度を維持するため、 個人が任意の日に休暇を取得し、 

週２日の休日を確保している。 

２ 顧客満足度

項目 実施状況（実績） 満足度分析 

利用者アンケート 

平成 18年 9月 1日から15日の間に、施設の利用を促進し、サービスの向上を 

図るためアンケート調査を実施した。 

アンケート用紙の配布数は１５０枚で、回収数は６０枚、回収率は４０％であ 

る。 

配付数に比べ回収数が少ないので、今 

後アンケート調査の実施方法に改善の 

余地が考えられる。 

施設・設備 
利用施設について、アンケートでは、満足14人(25%)、普通 36人(64%)、不満 

6人(11%)、無回答１人の回答結果であった。 

満足と普通を合せると８９％であり、 

問題のないレベルだと考える。 

館内環境 

アンケート項目にはないが、その他の意見として「クーラーの雑音」「ライト 

を明るく」「空調の調節」などの意見があった。 

ＢＧＭなど新たな取組みを行なった 

が、今後も利用者の小さな声にも配慮 

する。 

職員の対応 

職員の対応については、アンケートでは、よい27人(46%)、普通 27人(46%)、 

悪い 5人(8%)、無回答1人の回答結果であった。 

よいと普通を合せると９２％であり、 

十分に評価いただいていると判断でき 

る。 

料金設定 
料金設定の調査は未実施であるが、「利用料金を下げてほしい」「トレーニング 

定期券の発行や６５歳以上の料金低減」の要望が３件あった。 

料金設定については、概ね理解を得ら 

れていると考えている。 

事業内容 
アンケート項目としては、調査していない。個別意見でも特に要望はでていな 

い。 

不満の意見もないところから、問題な 

いと評価できる。 

附属設備 
付属設備については、アンケートでは、満足11人(23%)、普通 32人(67%)、不 

満 5人(10%)、無回答12人の回答結果であった。 

満足と普通を合せると９０％であり、 

問題のないレベルだと考える。 

利

用

者

の

声 

施設・業務全体 

施設・業務全体に関連するが、今後の利用意向についてのアンケートで 

は、利用したい52人(91%)、利用したくない１人(2%)、どちらとも言えない４ 

人、無回答３人の回答結果であった。 

今後の利用意向について、 91%の人が利 

用したいと回答しており、十分に評価 

できる。 

顧客満足度自己評価 

アンケート調査からは、各項目にわたって、高い評価をえていると考えている。今後の利用状況についても「利用した 

い」９１％、「利用したくない」２％となっている。こうしたことから全体として顧客満足度は、高いものがある。た 

だ、少数ではあるが、各項目について貴重な意見も頂いているので、改善可能な意見等については、引き続き改善に努 

力し、顧客満足度の更なる向上につとめていきたい。
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３ 事業達成度 

業務 事業計画 実施状況（実績） 達成度分析 

開館日・時間 

休 館 日：毎週火曜及び12/29～1/3 

開館時間：午前9時～午後 9時、 

日曜祝日は午前9時～午後 5時 

事業計画どおり開館。 事業計画どおり開館した。 

受付案内 
嘱託職員 1 名、臨時職員３名体制。 

休日は２名体制。 

嘱託職員 1 名、臨時職員３名体制。休日は 

２名体制。 

計画どおりの人員体制で受付案内し 

た。 

料金設定 貸館利用料は条例規定額と同額。 同左 条例どおりの料金で行なった。 

運
営
業
務

 

広報・宣伝 
財団ホームページ、パンフレット、 

ＰＲコーナーなどで広報。 

財団ホームページ、パンフレット、ＰＲコ 

ーナーなどに加え財団ニュースで広報。 

財団ニュースでの広報も行い、当初計 

画よりも広範に広報を行なった。 

清掃 
利用者に快適な施設とするため専門 

業者に委託する。 

清掃会社のスタッフを常駐させて施設の使 

用直後に清掃を行なうようにした。 

適時適切に清掃を実施することで、利 

用者に快適な施設を提供した。 

保守･点検 
施設メンテナンスを十分行なうため 

専門業者に委託する。 

設備等の保守点検を定期的に実施し、空調 

設備はビル管理会社の職員を常駐させた。 

適切な保守、点検の実施により、円滑 

な会館の管理運営を行った。 

維
持
管
理
業

務
 

修繕 
施設老朽化の状況を把握し、長期的 

な修繕計画に取り組む。 

屋上防水工事、ワイヤレスシステム修繕、 

電動ブラインド、トレーニング機器等の修 

繕を実施。 

適切に修繕を実施することで、円滑な 

会館の管理運営をおこなった。 

利用者数 利用促進を図る 平成 18年度 100,250人 
昨年度と今年度の集計方法が異なるた 

め、比較は難しい。 貸
館
業
務
 利用率 利用促進を図る 平成 18年度利用率（平均）69% 

和室、会議室1、講習室2、多目的ホー 

ルの利用率は下がったが、その他は同 

等か上昇しており、全体の平均利用率 

は昨年度（67%）に比べ微増した。 

事業数 3 項目 
従来の 3 項目の事業に加え、新たにヨガ講 

座を実施した。 
新規事業等を実施した。 

卓球教室 
健康増進や運動不足の解消を図るた 

め卓球教室を実施する。 

卓球教室（有料開放） 

毎月第 1土曜日 73人 

卓球教室（無料開放） 

祝日 3回 87人 

卓球教室（有料開放）参加者は昨年度 

（62人）より増えた。 

トレーニング講 
座 

市民の体力づくりを援助するため講 

座を実施する。 

毎週木・土・日曜日 

平成 18年度 91人 

(参考 トレーニング室利用5,112人) 

昨年度(75人)に比べ利用者は増えた。 

ヨガ講座 
市民の健康づくりを援助するため講 

座を実施する。 

平成 18年 11月 8日～19年 3月 31日 

毎週水曜日 原則月4回 180人 

平成 18 年度からヨガ講座を実施しし 

た。 
実
施
事
業
 

職業情報提供事 
業 求人情報等を提供する。 

ハローワークあかし求人情報（毎週更新） 

を提供した。 

ハローワークと協力して求人情報を提 

供した。 

職員研修 
スタッフのサービス意識の向上を図 

る。 

日常業務のなかで、利用者に気持ちよく利 

用してもらえるようスタッフのサービス意 

識の向上を図った。 

窓口での親切、 丁寧な対応を行なった。 

個人情報保護 
個人情報がみだりに公開されないよ 

う最大限の配慮をする 

個人情報の取り扱いについて職員の守秘義 

務を徹底した。 
個人情報の漏洩を生じさせなかった。 

情報公開 
財団の情報公開規定に基づき財団の 

情報公開を行なう。 

リニューアルした財団ホームページで、館 

の各種情報を公開した。 

財団のホームページを利用して積極的 

に各種情報を公開した。 

そ
の
他
業
務
 

緊急時対応 火災訓練を年2回実施する。 
火災訓練を 2 回実施し、避難誘導、消火作 

業など緊急時の対応の訓練を行った。 

計画どおりの緊急時の対応訓練を実施 

した。 

事業達成度自己評価 

運営業務は計画どおりの業務を実施したが、広報・宣伝業務は財団ニュースで行い、当初計画よりも広範に行なった。ま 

た、維持管理業務は、清掃、保守点検、修繕を適切に実施することで、円滑な会館の管理運営を行なった。貸館業務におい 

ては、利用率は前年度よりも若干増加し、年間１０万人強の人に利用していただいた。自主事業は、新たにヨガ講座を実施 

するとともに、それ以外の事業についても前年度に比較し、利用者は増加している。これらに見られるように着実に事業を 

実施することによって、利用者の支持を得ていると考えられる。
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４ 収支状況 （勤労福祉会館） （単位：円） 

項目 収支計画 
実施状況 

（実績） 

執行状況分析 

（残額及び執行率） 

指定管理料 44,675,000 44,675,000 0(100.0%) 

利用料金 13,580,000 12,876,340 703,660（94.8%） 

自主事業収入 166,000 232,000 △66,000(139.7%) 

（人件費） △3,746,533 3,746,533 

（修繕費） △10,200 10,200 精算返還金 

（備品購入費） △6,680 6,680 

その他収入 470,000 353,015 116,985(75.1%) 

収
 

入
 

収入合計 58,891,000 54,372,942 4,518,058(92.3%) 

人件費 20,887,000 17,317,588 3,569,412(82.9%) 

会議費 29,000 0 29,000(0%) 

旅費交通費 24,000 3,040 20,960(10.4%) 

通信運搬費 348,000 77,748 27,0252(22.3%) 

消耗什器備品費 300,000 289,800 10,200(96.6%) 

消耗品費 1,050,000 799,320 250,680(76.1%) 

修繕費 1,080,000 1,073,320 6,680(99.3%) 

印刷製本費 245,000 244,629 371(99.8%) 

燃料費 16,000 0 16,000(0%) 

光熱水料費 11,204,000 10,048,041 1,155,959(89.6%) 

賃借料 671,000 616,700 54,300(91.9%) 

諸謝金 336,000 333,334 2,666(99.2%) 

租税公課 1,417,000 1,111,965 305,035(78.4%) 

委託費 20,895,000 20,735,880 159,120(99.2%) 

支払手数料 339,000 182,485 156,515(53.8%) 

雑支出 50,000 0 50,000(0%) 

支
 

出
 

支出合計 58,891,000 52,833,850 6,057,150(89.7%) 

事
業
収
支

 

収支 0 1,539,092 △1,539,092 

利用料金収入比率(利用料金収入／収入) 23.0% 23.6% 102.6% 

指定管理料収入比率(指定管理料／収入) 75.8% 75.2% 99.2% 

自主事業収入比率(自主事業収入／収入) 0.2% 0.4% 200.0% 

人件費比率(人件費／支出) 35.4% 32.7% 92.3% 

第三者委託比率(委託料／支出) 35.4% 39.2% 110.7% 

自主事業比率(自主事業費／支出) 

利用者当たりｺｽﾄ(支出／利用者数) 587 527 87.1% 

経
営
指
標
 

利用者当たり指定管理料(指定管理料／利用者数) 459 408 88.8% 

収支状況自己評価 

決算の内容を分析すると、会館利用料収入は当初見込みよりも少なくなっているが、館の利用率 

自体は微増しており、使用料の高い利用区分の利用が少なかったと考えられる。そして１８年度 

予算で予定していた法人税の納付が１９年度予算での納付となったため、租税公課予算が残って 

いることに加え、光熱水費をはじめとして、各支出項目の経費節減に努めたために黒字決算にな 

ったと評価しうる。 

５ 総合評価 

指定管理者自己評価 

指定管理者として①施設の利用促進と②健康促進に関する自主事業の実施が求められている。施 

設利用面では、年間１０万人の利用があり、各施設の利用率も高水準で推移している。職員の接 

遇の向上やＢＧＭの導入などサービス面でも努力を重ねており、アンケート調査でも高い顧客満 

足度を得られている。自主事業でも確実な受講者数の増や新規事業のヨガ講座の取組みなど成果 

を得ており、収支状況も黒字決算を計上するなど順調な運営を行なえたと評価している。
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指定管理者事業報告書 

１ 総則 

指定管理者 財団法人明石市産業振興財団 

施設名 明石市立中高年齢労働者福祉センター（サンライフ明石） 

事業期間 平成１８年 4月 1日～平成１９年３月３１日 

管理体制 

効率的な運営を目指し、総務、経理、人事等の部門を中心にした管理業務については、産業交流センターで集約するこ 

ととし、サンライフ明石には、会館の運営や受付窓口を主とした職員配置を行なうため、市からの派遣職員を責任者と 

して１名、財団採用の臨時事務員2名、臨時嘱託１名、また、トレーニング室に臨時体育指導員１名の合計５名の人員 

を配置した。 

職員の勤務状況等 
職員は、 休館日である毎週火曜日を休日としているが、 週休２日制度を維持するため、 個人が任意の日に休暇を取得し、 

週２日の休日を確保している。 

２ 顧客満足度

項目 実施状況（実績） 満足度分析 

利用者アンケート 

平成 18年 9月 1日から15日の間に、施設の利用を促進し、サービスの向上を 

図るためアンケート調査を実施した。 

アンケート用紙の配布数は２６１枚で、回収数は２６１枚、回収率は１００％ 

である。 

配付枚数も多く、回収率も１００％で 

あり、利用者の館の運営に対する関心 

の高さがうかがえる。 

施設・設備 
利用施設について、アンケートでは、満足62人(39%)、普通 86人(55%)、不満 

10人(6%)、無回答103人の回答結果であった。 

満足と普通を合せて９４％であり、十 

分に評価できる。 

館内環境 
アンケートでは調査していないが、エアコンの効きが悪いなどの意見がある一 

方、湯沸室は掃除がゆきとどいているという意見もあった。 

環境に言及しているのは数件であり、 

相対的に問題は生じていない。 

職員の対応 
職員の対応については、アンケートでは、よい85人(33%)、普通 169人(65%)、 

悪い 6人(2%)、無回答1人の回答結果であった。 

よいと普通を合せると９８％となり、 

十分に評価できる。 

料金設定 
アンケートでは調査していない。また、意見としても料金設定に言及している 

ものはなかった。 

不満の意見もないところから、問題な 

いと評価できる。 

事業内容 

アンケート項目としては、調査していないが、利用者が多く毎週利用できない 

のが残念という意見が１件あった。 

毎週利用できないのが残念という意見 

もあるところから、問題ないと評価で 

きる。 

附属設備 
付属設備については、アンケートでは、満足38人(29%)、普通 78人(60%)、不 

満 15人(12%)、無回答130人の回答結果であった。 

満足と普通を合せて８９％で問題のな 

いレベルである。 

利

用

者

の

声 

施設・業務全体 

施設・業務全体に関連するが、今後の利用意向についてのアンケートで 

は、利用したい 240 人(98%)、利用したくない 1 人(0.4%)、どちらとも言えな 

い 6人、無回答14人の回答結果であった。 

98%の人が今後も利用したいと回答し 

ており、十分に評価できる。 

顧客満足度自己評価 

アンケート調査からは、各項目にわたって、高い評価をえていると考えている。今後の利用状況についても「利用した 

い」９８％、「利用したくない」０．４％となっている。こうしたことから全体として顧客満足度は、高いものがある。 

ただ、少数ではあるが、各項目について貴重な意見も頂いているので、改善可能な意見等については、引き続き改善に 

努力し、顧客満足度の更なる向上につとめていきたい。
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３ 事業達成度 

業務 事業計画 実施状況（実績） 達成度分析 

開館日・時間 

休 館 日：毎週月曜及び12/29～1/3 

開館時間：午前9時～午後 9時、 

日曜祝日は午前9時～午後 5時 

事業計画どおり開館。 事業計画どおり開館した。 

受付案内 
市派遣職員1名、 嘱託職員等３名体制。 

休日は２名体制。 

市派遣職員 1 名、嘱託職員等３名体制。 

休日は２名体制。 
計画どおりの人員体制で受付案内した。 

料金設定 貸館利用料は条例規定額と同額。 同左 条例どおりの料金で行なった。 

運
営
業
務
 

広報・宣伝 
財団ホームページ、パンフレット、Ｐ 

Ｒコーナーなどで広報。 

財団ホームページ、パンフレット、ＰＲ 

コーナーなどに加え財団ニュースで広 

報。 

財団ニュースでの広報も行い、当初計画 

よりも広範に広報を行なった。 

清掃 
利用者に快適な施設とするため専門 

業者に委託する。 

清掃会社のスタッフを常駐させて施設の 

使用直後に清掃を行なうようにした。 

適時適切に清掃を実施し、利用者に快適 

な施設を提供した。 

保守･点検 
施設メンテナンスは専門業者に委託。 

空調設備の日常運転は職員で対応。 

設備等の保守点検を定期的に実施し、空 

調設備の日常運転は職員で対応。 

適切な保守、点検を実施し、円滑な会館 

の管理運営を行った。 

維
持
管
理
業

務
 

修繕 
施設老朽化の状況を把握し、 長期的な 

修繕計画に取り組む。 

高圧ｹｰﾌﾞﾙ開閉器等取替、 非常灯用ハロゲ 

ン取替等の修繕を行なった。 

適切に修繕を実施し、円滑な会館の管理 

運営を行った。 

利用者数 利用促進を図る 平成 18年度 49,903人 
昨年度(52,245人)に比べ研修室以外の利 

用者数は減っている。 

貸
館
業
務
 利用率 利用促進を図る 平成 18年度利用率（平均）85% 

職業講習室、会議室の利用率は下がった 

が、その他は同等か上昇しており、全体 

の平均利用率は昨年度と同等である。 

事業数 4 項目 
従来の 4 項目の事業に加え、図書の返却 

ポストを新たに設置した。 

Ｈ18年度から明石市立図書館の図書返却 

ポストを設置した。 

トレーニング 
講座 

トレーニングマシンの使用マニュア 

ルを教示する等、 自らが健康の保持増 

進を図る講座を実施する 

毎月第 2金曜日(2回) 

第 2金曜日の翌々日の日曜日 

平成 18年度 173人 

昨年度(203人)に比べ利用者は減った。 

体操講座 
各年齢層に適したレクリエーション 

体操を実施する 

平成 18年 4月～平成19年 3月 

保健体操講座(第 1期～第 4期) 

37回 2,657人 

高齢者体操講座(第 1期～第4期) 

39回 669人 

昨年度(45回)に比べ夏季の体操講座の実 

施回数を減らしたため、参加者数が減っ 

た。 

※台風により第 3 期の講座を 1 回中止し 

た。 

職業情報提供事 
業 求人情報等を提供する。 

ハローワークあかし求人情報 （毎週更新） 

を提供した。 

ハローワークと協力して求人情報を提供 

した。 

実
施
事
業
 

図書貸出事業 
文化、教養を高めるために、各分野の 

保有図書を貸出する 

収集件数2,785冊（新規購入数 27冊） 

貸出冊数71冊 

昨年度(96冊)に比べると貸出冊数は減っ 

た。 

職員研修 
スタッフのサービス意識の向上を図 

る。 

日常業務のなかで、利用者に気持ちよく 

利用してもらえるようスタッフのサービ 

ス意識の向上を図った。 

窓口での親切、丁寧な対応を行なった。 

個人情報保護 
個人情報がみだりに公開されないよ 

う最大限の配慮をする 

個人情報の取り扱いについて職員の守秘 

義務を徹底した。 
個人情報の漏洩を生じさせなかった。 

情報公開 
財団の情報公開規定に基づき財団の 

情報公開を行なう。 

リニューアルした財団ホームページで、 

館の各種情報を公開した。 

財団のホームページを利用して積極的に 

各種情報を公開した。 

そ
の
他
業
務
 

緊急時対応 火災訓練を年2回実施する。 
火災訓練を 2 回実施し、避難誘導、消火 

作業など緊急時の対応の訓練を行った。 

計画どおりの緊急時の対応訓練を実施し 

た。 

事業達成度自己評価 

運営業務は基本的に計画どおりの業務を実施したが、広報・宣伝業務は財団ニュースでの広報を行い、当初計画よりも広範 

に行なった。また、維持管理業務は、清掃、保守点検、修繕を適切に実施することにより、円滑な会館の管理運営を行なっ 

た。利用者数、自主事業は前年度に比較し、実績の若干の減少が見られるが、利用者が地域的な固定化の傾向も考えられる 

ので、この現象が一時的なものか、傾向的なものか注視する必要がある。ただ、貸館の全体の利用率は昨年度と変わりはな 

いので、地域にとって必要な施設との評価は受けていると考えられる。
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４ 収支状況 （サンライフ） （単位：円） 

項目 収支計画 
実施状況 

（実績） 

執行状況分析 

（残額及び執行率） 

指定管理料 36,933,000 36,933,000 0(100.0%) 

利用料金 8,000,000 7,978,330 21,670(99.7%) 

自主事業収入 2,300,000 1,619,650 680,350(70.4%) 

（人件費） △1,339,772 1,339,772 

（修繕費） △26,900 26,900 精算返還金 

（備品購入費） △105,128 105,128 

その他収入 245,000 290,959 △45,959(118.7%) 

収
 

入
 

収入合計 47,478,000 45,350,139 151,861(95.5%) 

人件費 25,164,000 23,885,932 1,278,068(94.9%) 

会議費 37,000 0 37,000(0%) 

旅費交通費 27,000 22,400 4,600(82.9%) 

通信運搬費 458,000 338,661 119,339(73.9%) 

消耗什器備品費 150,000 123,100 26,900(82.0%) 

消耗品費 560,000 557,835 2,165(99.6%) 

修繕費 3,050,000 2,944,872 105,128(96.5%) 

印刷製本費 312,000 196,119 115,881(62.8%) 

光熱水料費 3,108,000 2,778,201 329,799(89.3%) 

賃借料 1,398,000 1,165,932 232,068(83.4%) 

保険料 182,000 166,485 15,515(91.4%) 

諸謝金 1,491,000 1,089,270 401,730(73.0%) 

租税公課 1,641,000 1,287,003 353,997(78.4%) 

負担金 21,000 21,000 0(100%) 

委託費 9,528,000 8,876,190 651,810(93.1%) 

支払手数料 301,000 158,430 142,570(52.6%) 

雑支出 50,000 0 50,000(0%) 

支
 

出
 

支出合計 47,478,000 43,611,430 3,866,570(91.8%) 

事
業
収
支
 

収支 0 1,768,709 △1,768,709 

利用料金収入比率(利用料金収入／収入) 16.8% 17.5% 104.1% 

指定管理料収入比率(指定管理料／収入) 77.7% 78.1% 104.7% 

自主事業収入比率(自主事業収入／収入) 4.8% 3.5% 72.9% 

人件費比率(人件費／支出) 53.0% 54.7% 103.2% 

第三者委託比率(委託料／支出) 20.0% 20.3% 101.5% 

自主事業比率(自主事業費／支出) 

利用者当たりｺｽﾄ(支出／利用者数) 951 873 91.7% 

経
営
指
標
 

利用者当たり指定管理料(指定管理料／利用者数) 740 710 100.0% 

収支状況自己評価 

決算の内容を分析すると、保健体操講座関係の自主事業収入は少なくなっているが、 それに 

対応する経費も少なくなっているため、これが収支に与えた影響は小さく、１８年度予算で 

予定していた法人税の納付が１９年度予算での納付となったため、 租税公課予算が残ってい 

ることに加え、設備管理、清掃委託をはじめとして、各支出項目の経費節減に努めたために 

黒字決算になったと評価しうる。 

５ 総合評価 

指定管理者自己評価 

指定管理者として①施設の利用促進と②勤労者福祉向上に関する自主事業の実施が求められている。 施設利用面では、 年 

間約５万人の利用があり、 各施設の利用率も高水準で推移している。 職員の接遇の向上や図書返却ボックスの導入などサ 

ービス面でも努力を重ねており、アンケート調査でも高い顧客満足度を得られている。 

自主事業でも確実な受講者数を確保しており、収支状況も黒字決算を計上するなど順調な運営を行なえたと評価してい 

る。
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指定管理者事業報告書 

１ 総則 

指定管理者 財団法人明石市産業振興財団 

施設名 明石市立産業交流センター 

事業期間 平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日 

管理体制 

産業交流センター、勤労福祉会館、サンライフ明石の３つの施設（以下「３施設」という。）を一括して管理 

運営するため、産業交流センターを中核施設とし、３施設の総務、人事、経理、契約、施設維持管理業務を 

統括管理している。 

職員の配置状況は、市からの派遣職員５名（常務理事１名、管理係２名、事業係２名） 、財団採用の臨時事務 

員２名（各係に１名） 、臨時嘱託４名（全員事業係）で、合計１１名である。 

職員の勤務状況等 
毎週月曜日が産業交流センターの休館日であるため、職員は毎週月曜日を休日としているが、週休２日制度 

を維持するため、個人が任意の日に休暇を取得し、週２日の休日を確保している。 

２ 顧客満足度

項目 実施状況（実績） 満足度分析 

利用者アンケート 

平成 18年 9月 1日から 15日の間に、施設の利用を促進し、サービスの 

向上を図るためアンケート調査を実施した。 

アンケート用紙の配布数は 150枚で、回収数は 133枚、回収率は 89％で 

ある。 

回収率は９割近くあり、利用者の館 

の運営に対する関心は問題のない 

レベルである。 

施設・設備 
アンケートの結果では、満足62人（48%） 、普通 68人(52%)、不満 0人、 

無回答３人の回答結果であった。 

アンケート結果からは、問題点は生 

じていない。 

館内環境 
アンケート調査していないが、意見として、 「エアコンの臭いが少し気 

になる。」という意見が１件あった。 

環境に言及した意見は１件であり、 

相対的に問題は生じていない。 

職員の対応 
アンケートの結果では、良い 70人(54%)、普通 60人(46%)、悪い 0人、 

無回答 3人の回答結果であった。 

アンケート結果から、十分に評価で 

きる。 

料金設定 
アンケート調査していないが、 「利用料を下げてほしい。 」 、 「駐車場が無 

料になるといい。」等の意見があった。 

料金に言及した意見は数件あり、相 

対的に問題は生じていない。 

事業内容 
アンケート調査していない。また、意見としても事業内容に言及してい 

るものはなかった。 

不満の意見もないところから、問題 

ないと評価できる。 

附属設備 
アンケートの結果では、 満足45人(38%)、 普通72人(61%)、 不満１人(1%)、 

無回答１５人の回答結果であった。 

アンケート結果からは、問題点は生 

じていない。 

利

用

者

の

声 

施設・業務全体 

施設・業務全体に関連するが、今後の利用意向についてのアンケートで 

は、利用したい 109 人(85%)、利用したくない 0 人、どちらとも言えな 

い 19人(15%)、無回答 5人の回答結果であった。 

今後の利用意向について、85%の人 

が利用したいと回答しており、十分 

に評価できる。 

顧客満足度自己評価 

アンケート調査からは、各項目にわたって、高い評価を得ていると考えている。こうしたことから全体とし 

て顧客満足度は、 高いものがある。 ただ、 今後の利用意向について、 「どちらともいえない」 という回答を15％ 

の方から頂いている点や、少数ではあるが、各項目について貴重な意見も頂いているので、改善可能な意見 

等については、引き続き改善に努力し、顧客満足度の更なる向上につとめていきたい。
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３ 事業達成度 

業務 事業計画 実施状況（実績） 達成度分析 

開館日・時間 

休 館 日：毎週月曜及び12/29～1/3 

開館時間：午前9時～午後 9時、 

（但し、利用のない夜間は閉館） 

事業計画どおり実施。 

計画どおり開館し、施設の利用がない場 

合、運営経費節減のため夜間閉館も実施 

した。 

受付案内 
嘱託職員 2 名、シルバー1 名で昼間 2 

名、夜間 1名体制。 

嘱託職員 2名、シルバー1名で昼間 2名、 

夜間 1名体制。 
計画どおりの人員体制で受付案内した。 

料金設定 
貸館は条例に規定する料金と同額。 駐 

車場は見直し検討。 

貸館利用料は条例と同額。 

駐車料金は低減（30 分 150 円⇒100 円） 

し、1日最大800円。 

貸館は条例どおりの料金であるが、駐車 

場料金は引き下げを実現した。 

運
営
業
務
 

広報・宣伝 
財団ホームページ、パンフレット、Ｐ 

Ｒコーナーなどで広報。 

日刊紙やＣＡＴＶなどの広報を強化し 

た。また、羅針盤への掲載なども実施。 
当初計画よりも広範に広報を行なった。 

清掃 
利用者に快適な施設とするため専門 

業者に委託する。 

清掃会社のスタッフを常駐させて施設の 

使用直後に清掃を行なった。 

適時適切に清掃を実施することにより、 

利用者に快適な施設を提供した。 

保守･点検 
施設メンテナンスを十分行なうため 

専門業者に委託する。 

設備等の保守点検を定期的に実施し、空 

調設備はビル管理会社の職員を常駐させ 

た。 

適切な保守、点検を実施することにより 

円滑な会館の管理運営を行なった。 

維
持
管
理
業

務
 

修繕 
施設老朽化の状況を把握し、 長期的な 

修繕計画に取り組む。 

中央監視システム、インターネットケー 

ブル、スライディングウォール、電動カ 

ーテンワイヤー等の修繕を行なった。 

適切に修繕を実施することにより円滑な 

会館の管理運営を行なった。 

利用者数 
利用促進を図る 

(平成 17年度 228,352人) 
平成 18年度 168,426人。 

集計方法を利用実態に適合するよう変更 

したため、集計上の利用者減となった。 

利用率 
利用促進を図る 

(平成 17年度平均利用率66%) 
平成 18年度利用率（平均）67% 

展示場、OAルーム、会議室2の利用率が 

下がったが、その他は上がっており、全 

体の平均利用率は微増。 

貸
館
業
務
 

会員数 

事業数 

5 項目 23事業。 

（産業交流事業・人材育成事業・産業 

経済情報収集提供事業・経営分野相談 

助言事業・技術分野相談助言事業） 

計画どおり、5項目 23事業を実施。 新規事業（発明相談）等を実施した。 

産業交流事業 

広域産業交流事業を実施する。 ①産業技術交流セミナー 

・実施日：平成18年 7月 27日 

・参加者：55人 

②あかし就職支援イベント 

・実施日：平成18年 7月 16日 

・参加者：200人 

（他１事業） 

市内企業等の連携・交流活動を促進する 

ため、「東播磨ものづくり交流会」と共催 

で、講演会及び懇親会を開催し、広域産 

業交流を図った。 

実
施
事
業
 

人材育成事業 

人材を育成するため、経営、技術、教 

養、 語学など様々な分野における講演 

会、セミナー、実技講座やパソコン教 

室を開催する。 

①各種実技講座「新入社員研修」 

・実施日：平成18年 4月 13日 

・参加者： 25人 

②産業人養成セミナー（親子見学会） 

・実施日：平成18年 8月 8日 

・参加者：親子15組 34人 

③パソコン教室 

・実施期間：平成18年 4月～12月 

・参加者：のべ250人 

④経営実務セミナー 「中堅社員実務研修」 

・実施日：平成18年 5月 17日 

・参加者：12人 

（他 6事業） 

市内企業の新入社員や中堅社員を対象と 

した研修のほか、将来の産業人である小 

学生（3～6年生）を対象とした産業人養 

成セミナー(親子見学会)を夏休みに実施 

し、ものづくりの楽しさを体験したり、 

地元企業の活動を身近に知ってもらう機 

会を提供した。 

パソコン教室については、平成 10 年 12 

月から 8 年間開講してきたが、当初の目 

的を果たしたものとして平成 18 年 12 月 

末で終了した。
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産業経済情報 
収集提供事業 

図書、ビデオ、刊行誌や各種資料の収 

集・貸出に努める。 

財団機関紙の紙面刷新、 財団ホームペ 

ージの充実など、 一層価値のある情報 

収集提供を行う。 

①産業ビデオ等貸出・図書閲覧 

収集件数 ビデオ 458本 図書 436本 

CD-ROM39枚 雑誌 6種類 

貸出件数等 ビデオ 68件 212本 

図書 26件 50冊 

CD-ROM 6件 7本 

②財団機関紙｢産業振興財団ニュース｣ 

年 4回 各 1,000部発行 

③財団ホームページ 随時更新 

貸館状況等 

実施事業の募集や案内、 アンケート等報 

告 

（他 4事業） 

情報ライブラリーの利用者は人数等の把 

握できる貸出希望者以外に、雑誌等の閲 

覧が目的の方も多い。 

財団機関紙については、今年度から 3 施 

設の内容や、カラーで写真を入れたイベ 

ント等の様子がわかる事業報告も掲載 

し、各企業や市、明石商工会議所等に配 

布している。 

財団ホームページについては、 平成 18年 

度から指定管理の 3 施設と南二見会館の 

貸館情報や事業案内等を随時更新し情報 

を提供している。 

経営分野 
相談助言事業 

明石商工会議所との連携により、経 

営、労務、金融など企業の様々な相談 

に応じる。 

①経営相談 

・期間：平成18年 4月～平成19年 3月 

・件数：金融61件、税務53件、 

経営 29件、労働 44件、 

取引 9件、その他66件 

合計 262件 

明石商工会議所に経営相談を実施してい 

ただいているが、相談件数は全体的に各 

内容とも昨年度に比べ減っている。（昨年 

度 368件） 

技術分野 
相談助言事業 

技術分野の相談に対して、 専門員が相 

談に応じるほか、 より専門的な相談に 

ついては、 適切な機関などへの紹介を 

行う。 

①技術相談 

・期間：平成18年 4月～平成19年 3月 

・件数：4件 

②発明相談 

・期間：平成18年 4月～平成19年 3月 

・件数：25件 

従来の技術相談に加え、新たに発明相談 

を実施した。 平成 18年 6月から産業財産 

権の制度や手続についての相談を(社)発 

明協会兵庫県支部より派遣された職員が 

月 2回応じている。 

職員研修 

スタッフのサービス意識の向上を図 

る。 

日常業務のなかで、利用者に気持ちよく 

利用してもらえるようスタッフのサービ 

ス意識の向上を図った。 

窓口での親切、丁寧な対応を行なった。 

個人情報保護 
個人情報がみだりに公開されないよ 

う最大限の配慮をする 

個人情報の取り扱いについて職員の守秘 

義務を徹底した。 

個人情報の漏洩を生じさせなかった。 

情報公開 
財団の情報公開規定に基づき財団の 

情報公開を行なう。 

財団のホームページをリニューアルし、 

寄付行為、計算書類などを公開した。 

財団のホームページを利用して積極的に 

各種情報を公開した。 

そ
の
他
業
務

 

緊急時対応 
火災訓練を年2回実施する。 火災訓練を 2 回実施し、避難誘導、消火 

作業など緊急時の対応の訓練を行った。 

計画どおりの緊急時の対応訓練を実施し 

た。 

事業達成度自己評価 

利用者のサービス向上にむけ駐車料金を値下げするとともに、料金改定による減収分をカバーするため、その運営を民間会 

社に委託した。また、貸館業務については、集計方法の変更により利用者が減少したが、全体の利用率は微増した。さらに、 

自主事業では、パソコン教室は所期の事業目的を果たしたので廃止したが、発明相談、ものづくり体験学習教室、産業人養 

成セミナーなどの新規事業を実施するなど事業の見直しを行なった。また、財団機関紙について、３施設の内容や、カラー 

写真を入れたイベント等の事業報告も掲載し、各企業や商工会議所等に配付するなど情報提供に努めた。こうした努力によ 

り、事業内容をニーズに適合するように適切に見直し、当初計画よりも、より一層の利用者サービスを図るとともに、充実 

した事業実施を行なうことができた。
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４ 収支状況 （産業交流センター） （単位：円） 

項目 収支計画 
実施状況 

（実績） 
執行状況分析 

指定管理料 90,422,000 90,422,000 0 

利用料金 53,525,000 54,950,789 △1,425,789(100.0%) 

自主事業収入 2,560,000 2,060,860 499,140(102.6%) 

（人件費） △1,864,934 1,864,934 

（修繕費） △34,844 34,844 精算返還金 

（備品購入費） △7,850 7,850 

その他収入 1,329,000 1,343,848 △14,848(101.1%) 

収
 

入
 

収入合計 147,836,000 146,869,869 966,131(99.3%) 

人件費 68,149,000 66,370,540 1,778,460(97.3％) 

会議費 52,000 16,100 35,900(30.9%) 

旅費交通費 97,000 50,440 46,560(52.0%) 

通信運搬費 816,000 627,712 188,288(76.9%) 

消耗什器備品費 914,000 879,156 34,844(96.1%) 

消耗品費 2,229,000 2,037,456 191,544(91.4%) 

修繕費 5,050,000 5,042,150 7,850(99.8%) 

印刷製本費 940,000 544,929 395,071(57.9%) 

燃料費 84,000 67,078 16,922(79.8%) 

賃借料 6,099,000 5,562,799 536,201(91.2%) 

光熱水料費 17,193,000 16,939,613 253,387(98.5%) 

保険料 299,000 263,730 35,270(88.2%) 

諸謝金 300,000 155,000 145,000(51.6%) 

租税公課 4,510,000 3,549,827 960,173(78.7%) 

委託費 40,760,000 40,467,530 292,470(99.2%) 

支払手数料 299,000 181,650 117,350(60.7%) 

雑支出 45,000 4,830 40,170(10.7%) 

支
 

出
 

支出合計 147,836,000 142,760,540 5,075,460(96.5％) 

事
業
収
支
 

収支 0 4,109,329 △4,109,329 

利用料金収入比率(利用料金収入／収入) 36.2% 37.4% 103.3% 

指定管理料収入比率(指定管理料／収入) 61.1% 60.2% 98.5% 

自主事業収入比率(自主事業収入／収入) 1.7% 1.4% 82.3% 

人件費比率(人件費／支出) 46.0％ 46.2％ 100.4% 

第三者委託比率(委託料／支出) 27.5% 28.1% 102.1% 

自主事業比率(自主事業費／支出) 

利用者当たりコスト(支出／利用者数) 877 852 99.1％ 

経
営
指
標
 

利用者当たり指定管理料(指定管理料／利用者数) 536 525 97.9% 

収支状況自己評価 

決算の内容を分析すると、 センター利用料収入が当初見込みよりも大幅に増加しているとともに、 

１８年度予算で予定していた法人税の納付が１９年度予算での納付となったため、租税公課予算 

が残っていることに加え、賃借料をはじめとして、各支出項目の経費節減に努めたために黒字決 

算になったと評価できる。 

５ 総合評価 

指定管理者自己評価 

指定管理者として①市内の産業の振興に資する各種自主事業の展開と②産業交流センターの各施 

設の利用促進が求められている。自主事業では、多くの新規事業に取り組むなど、セミナー開催 

数、参加者数などが大幅に伸び確実な成果を納められた。施設利用面では、年間約１７万人が利 

用し、市民会館の２３万人に次ぐ集客施設となっている。利用収入も当初計画を大きく上回り、 

黒字決算となった。 アンケート調査から顧客満足度も高く、 着実な運営が行なえたと考えている。
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