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１ 総括 

(1) 制度導入の取り組み 

本市では、公の施設の管理運営において、民間事業者等の専門的知識や経営資源を 

活用することにより、市民サービスの向上や施設の活性化、並びに経費の削減を図る 

ことを目的として、 平成 18年度から指定管理者制度を導入 （平成 20年４月１日現在・ 

計 28施設）しています。 

平成 19年度４月からは、文化博物館、少年自然の家、高齢者ふれあいの里（中崎・ 

大久保・魚住・二見）の６施設に同制度を導入し、民間事業者による管理運営が行わ 

れています。 

(2) 管理・運営状況とその成果 

制度導入後は、施設の設置者である市の責務として、指定管理者から管理運営状況 

についての定期的な報告を求め、またミーティングや必要に応じた立ち入り調査を行 

うなど、モニタリングを通じて協定書どおり業務が実施されているかをチェックし、 

必要な指導・監督を行ってきました。 

この結果、平成19年度の管理運営状況としては、すべての施設において概ね協定書 

どおりに維持管理がなされ、貸館業務や自主事業についてもほぼ事業計画書どおり履 

行されていることを、所管課が実施した第一次評価において確認しています。 

また、この間の主な成果としては、すべての施設で開館日の増加が図られ、文化博 

物館及び高齢者ふれあいの里では開館時間も延長されるとともに、各施設で民間事業 

者のノウハウに基づいた、新たな自主事業が展開されています。利用者の満足度にお 

いても、 アンケート調査を行った施設においては、 概ね良好な満足度が示されており、 

サービスの維持・向上が図られているものと考えます。 

一方、経費面では、平成 19 年度と平成 18 年度の決算額を比較した結果、実質的な 

効果額として、６施設全体で約480 万円（約 1.4％）の経費削減となっています。 

(3) 今後の取り組み 

明石市行政評価委員会における第二次評価では、指定管理業務について、同委員会 

が所管課へのヒアリングを通じ、外部の学識経験者及び市民の意見を反映させた客観 

的な評価を実施し、 その評価結果については、 今後の業務の改善に活かしていきます。 

また、施設の設置目的を達成するため、これまで以上に市民や利用者等からの意見 

の把握に努め、これを真摯に受け止めるとともに、指定管理者との協定書や事業計画 

に掲げられた内容が滞りなく遂行されるよう、指定管理者に取り組みの強化を求める 

など、市と指定管理者が一体となって、市民に満足される施設運営を実現するため、 

一層のサービス向上に取り組んでいきます。
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２ Ｈ19年度 制度導入施設（６施設） 平成 20年３月 31日現在 

施 設 所 在 地 指定期間 指定管理者 公募 

文化博物館 上の丸２丁目 13番１号 

３年 

(H19.4.1～ 

H22.3.31) 

乃村工藝社・ ＮＴＴファシリ 

ティーズ共同事業体 

（代表）㈱乃村工藝社 

（構成） ㈱ＮＴＴファシリテ 

ィーズ 

公募 

高齢者ふれあいの里 
中崎 

中崎１丁目２番 22号 

高齢者ふれあいの里 
大久保 

大久保町大窪 340 番地 

の１ 

高齢者ふれあいの里 
魚住 

魚住町西岡 367 番地の 

４ 

高齢者ふれあいの里 
二見 

二見町西二見 605 番地 

の１ 

３年 

(H19.4.1～ 

H22.3.31) 

ＤＳＴ・ＤＨＳ・ＮＴＴＦ共 

同事業体 

（代表）大新東㈱ 

（構成） 大新東ヒューマンサ 

ービス㈱ 

（構成）㈱ＮＴＴファシリテ 

ィーズ 

公募 

少年自然の家 大久保町江井島 567 

３年 

(H19.4.1～ 

H22.3.31) 

㈱小学館集英社プロダクシ 

ョン

※H20･７社名変更 

公募 

３ 施設の管理体制 平成 20年３月 31日現在 

施 設 平成 19年度体制 平成 18年度体制 
H18管理運営 

方法 

文化博物館 

正社員（常勤） 12人 
正社員（非常勤） １人 

※特別展・特別企画展開 
催 時 は 、 受 付要 員 
（アルバイト） ・監視要員 
を臨時採用している。 

計
13
人 

正規職員 ８人 
嘱託職員 １人 
臨時事務員 ３人 

※ただし、埋蔵文化財担 
当職員を含む 

計
12
人 

市直営 

高齢者ふれあい 
の里(中崎・大久 
保・魚住・二見) 

正社員 8人 
パート社員 8人 
シルバー人材センター 8 人 

計
24
人 

嘱託職員 11人 
臨時職員 5人 

計
16
人 

市直営 

少年自然の家 

正社員 １人 
契約社員 ４人 
臨時社員 １人 
派遣社員 ３人 
委託社員 ５人 

計
14
人 

正規職員 ５人 
臨時職員 ４人 
委託職員 ６人 

計
15
人 

市直営
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４ 経費の削減効果 （単位：千円） 

所管課 従前経費① 指定管理料② 単純効果額 実質効果額 
施 設 

(従事職員) 
（H18年度 
決算額） 

（H19年度決 
算額） 

③ 
(①-②) 

割合 
③/① 

所管課 
経費④ 

⑤ 
(③-④) 

割合 
⑤/① 

文化博物館 

<文化施設課> 
正規職員1名増 

(事務の按分) 
係員×0.6 

169,213 163,086 6,127 3.6% 5,218 909 0.5% 

高齢者ふれ 
あ い の 里 
(中崎・大久 
保・魚住・ 
二見) 

<高年福祉課> 
人数変更なし 

80,590 79,329 1,261 1.6% ０ 1,261 1.6% 

少年自然の 
家 

<青少年対策課> 
正規職員１名増 

(事務の按分) 
係員×0.8 

91,407 80,945 10,462 11.5% 6,957 3,505 3.8% 

合計 341,210 323,360 17,850 5.2% 12,175 4,766 1.4% 

※
（１）所管課（従事職員）について 

指定管理者の指導・監督及び連絡調整に携わる職員の人数を按分で計上している。 
（２）所管課経費④の計上について 
〇制度導入施設の指導・監督課（所管課・係）として新たに設置された場合 
指定管理者の指導・監督及び連絡調整に携わる（事務の按分に応じた）職員の人件費等を計上している。 

（例えば、文化施設課の場合、文化博物館関係の制度導入として、職員の人件費（正規職員0.6名分）を計上 
している。） 

〇制度導入前、管理委託または嘱託等で運営されていた施設の場合 
指定管理者の指導・監督及び連絡調整に携わる（事務の按分に応じた）職員の人件費を計上している。 

（ただし、制度移行後も指導・監督等に従事する職員数に変更がない場合は、0円となっている。） 
（３）職員の人件費は、正規職員一人あたりを8,696千円（平均単価）で計算している。 

（４）従前経費①には、人件費（正規職員・臨時職員）を含んでいる。
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５ サービスの向上 

施 設 サービス向上の内容 

文化博物館 

○開館時間の延長(9:30～17:00⇒9:30～17:30) 

○開館日の増加(年間 20日）：第 3火曜日及び特別展期間中の休館日を廃止。 

年末年始休館日の短縮(12月 27日～１月４日⇒12月 29日～１月３日) 

○博物館ニュース発行回数の増加(年間３回⇒５回) 

○学芸員によるギャラリートークの開催(各展覧会期間中に２回) 

○貸館利用者に対するアンケートの実施 

○新規ボランティアの募集及び研修の実施 

○ミュージアム・グッズの作成販売(一筆箋３種類) 

高齢者ふれあいの 
里(中崎・大久保・ 
魚住・二見) 

○開館時間延長(10:00～16:00⇒9:00～16:00) 

○開所日の増加(年間 14日)：1/1以外祝祭日を開館 

○高齢者の健康づくり支援(個別指導の実施) 

①看護師が大久保に１名常駐し、健康相談を実施。外３館へは定期訪問す 

る 

②運動指導員の１名配置(二見) 

○講座運営の充実(２館で実施から、３館で開講) 

○利用者の声を聴取する“目安箱”を設置 

少年自然の家 

○開所日の増加(年間 20日以上)：5月～8月無休 

○ホームページを活用し、利用状況、予約状況、活動プログラムの情報提供 

を行う 

○宿泊の受付時期を従前の３月前から６月前に早めた 

○小学生長期サマーキャンプ、明石ぼうけんクラブなど、海辺の特性を生か 

したプログラムの充実 

○高校生とともに中学生のジュニアリーダーの育成
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６ 利用状況等 

利用状況等 
施 設 

項目 平成 19年度 平成 18年度 

観覧者数 
(年間目標 69,000 人) 

62,576 人 89,200 人 

利用率(利用日数/利用可能日数) 

ギャラリー 
92.3％ 
(利用可能日数 324、利用日 
299) 

95.4％ 
(利用可能日数 283、利用日 
270) 

会議室 

53.5％ 

(利用可能日数 174、利用日 

93) 

58.9％ 

(利用可能日数 192、利用日 

113) 

稼働率(利用区分/利用可能区分) 

ギャラリー 
84.2％ 

(利用可能区分 1,944、稼動 
数 1,637) 

89.3％ 
(利用可能区分 1,698、稼動 
数 1,516) 

文化博物館 

会議室 
28.9％ 
(利用可能区分 522、稼動数 
151) 

34.6％ 
(利用可能区分 566、稼動数 
196) 

高齢者ふれあ 
いの里(中崎・ 
大久保・魚住・ 
二見) 

総入館者数 
年間入館者数 

127,163 人 

年間入館者数 

118,059 人 

宿泊利用 247団体、10,686 人 155団体、9,091 人 

日帰り利用 953団体、30,123 人 674団体、29,308 人 少年自然の家 

自主事業 
21事業(62回) 

参加者数 3,131 人 

18事業(24回) 

参加者数 2,533 人 

７ 自主事業 

施 設 自主事業 

文化博物館 

○事業計画どおり特別展３回、企画展５回を実施(H18年実績９事業) 

<特別展> 

・｢華麗なる美人画の世界展」期間 4/7-5/6 観覧者数 14,483 人 講演 

会 1回・ｷﾞｬﾗﾘｰﾄｰｸ 2 回 

・｢木喰展｣期間 10/6-11/4 観覧者数 10,657 人 講演会１回 ｷﾞｬﾗﾘｰﾄｰ 

ｸ 2 回 

・｢遠き道展｣期間 1/4-1/27 観覧者数 3,467 人 講演会１回 ｷﾞｬﾗﾘｰﾄｰ 

ｸ 2 回 ワークショップ１回 鑑賞ツアー１回 

<企画展> 

・｢小原実知成展｣期間 5/19-6/24 観覧者数 1,935 人 ｷﾞｬﾗーﾄｰｸ１回 

・｢渡辺うめ人形展｣期間 8/4-9/2 観覧者数 13,809 人 ｷﾞｬﾘｰﾄｰｸ毎日・ 

対談 1回・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 4 回・人形劇 1回 

・｢兵庫のやきものとその周辺｣期間 9/8-9/30 観覧者数 1,335 人 ｷﾞｬﾗ 

ﾘｰﾄｰｸ 2 回 

・｢絵でみる考古学｣期間 11/10-12/9 観覧者数 1,310 人 講演会・サイ 

ン会１回
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・｢くらしのうつりかわり展｣期間 2/2-3/21 観覧者数 13,725 人 講演 

会１回 映画上映会１回 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ２回 1 紙芝居３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 

<雅を楽しむｲﾍﾞﾝﾄ 「明石ﾐｭｰｼﾞｯｸﾌｪｽﾀ」参加> 

・9/17、24の 2日間 1階ロビーにて明石三曲協会、双葉会の皆さんによ 

る琴と尺八の演奏をお客様に楽しんでいただいた。同時に神戸学院大 

学茶道部の学生の協力で呈茶席を設けた。 

高齢者ふれあいの 
里(中崎・大久保・ 
魚住・二見) 

○実施事業 

・明石市立図書館の図書返却場所への指定 

・陶芸教室(中崎)、ヨガ教室の開設(大久保、二見) 

・健康相談の回数の増加（各館月２回、大久保月４回） 

・健康体操(各館週１回) 

少年自然の家 

○21 事業・62 回を実施(事業計画 20 事業、追加１事業)。また、新たな 

試みとして年間を通じて（年 11回）を行う事業「明石ぼうけんクラブ 

(32名参加)」を実施した。 

○高校生、大学生等によるボランティアリーダー制度を継続しつつ、新 

たに中学生を対象としたジュニアリーダーを導入し、年間を通じて育 

成を行った(５名参加)。 

○7/30-8/4(５泊６日)に渡り、小学生長期サマーキャンプ(22名参加)を 

実施した。 

○12/21 にキャンドルアートを行い、165名が参加した。 

８ 職員研修の実施状況 

施 設 職員研修の実施状況 

文化博物館 

○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) 

○他館への研修(７回) 

○その他研修(14回) 

計 25回 

高齢者ふれあいの 
里(中崎・大久保・ 
魚住・二見) 

○業務開始前に全社員に対して、 接遇及び個人情報保護についての研修 

を実施し徹底を図った。 

○全社員に対し、 個人情報保護マニュアルに基づいた理解度テストを実 

施した。 

○市民救命士講習の受講 

少年自然の家 

<職場内研修> 

○4/17-18 カヌー指導研修、5/1 植栽研修、5/3 芝刈機・草刈機使用研 

修、5/22冷房設備運転研修、6/9市民救命士・ＡＥＤ講習（ボランテ 

ィアリーダー含む）、6/30明石料理研修、7/3-4海洋プログラム研修、 

7/16植栽害虫駆除研修、7/19避難器具使用研修 

<派遣研修> 

○4/24-25 近畿地区青少年教育施設協議会所長研修、9/27-28 近畿地区 

青少年教育施設協議会専門委員研修
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９ 市民や利用者の意見等 

施 設 市民や利用者の意見等 

特別展・企画展(H19・４月～H20・３月) 

※( )は有効回答数 
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 件) 
26.0% 68.1% 3.3% 0.3% 2.3% 

木喰展(601件) 39.9% 54.2% 1.5% 0.2% 4.2% 

遠き道展(496件) 25.7% 62.3% 6.0% 0.6% 5.4% 

小原実知成展(161 

件) 
22.4% 53.4% 11.8% 0.6% 11.8% 

渡辺 うめ 人形展 

(2,032 件) 
70.6% 27.2% 0.4% 0.2% 1.6% 

兵庫のやきものと 

その周辺展(227件) 
8.4% 60.8% 16.7% 1.3% 12.8% 

発掘展(94件) 21.3% 70.2% 4.3% 1.1% 3.1% 

くらし展(125展) 20.8% 64.0% 4.8% 0.8% 9.6% 

貸館利用者アンケート(H19・４～H20・３月実施) 

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) 

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% 

文化博物館 

来館者アンケート（10月実施・回答数 685） 

質問項目 満足 普通 不満 

館の雰囲気 79.8％ 19.2％ 1.0％ 

職員の対応 86.9％ 12.4％ 0.7％ 

高齢者ふれあいの 
里(中崎・大久保・ 
魚住・二見) 

受講者アンケート(すべて自由記入方式) 

○陶芸講習(中崎)(アンケート 12月実施)<回答数 10> 

｢良い勉強になった。また参加したい｣｢作陶は初めてだったが、創造の面白 

みが芽生えた。｣他 

○ヨガ講習(大久保)(アンケート３月実施)<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 

からも続けて欲しい。｣他 

○ヨガ講習(二見)(アンケート３月実施)<回答数 13> 

｢身体が柔軟になったようだ。｣｢これからも続けて欲しい。｣他
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来館者アンケート(H19・４月～H20・３月) 自主事業の参加者対象(回答数 423) 

質問項目 楽しかった 普通 楽しくなかった 無回答 

総計 93.1％ 4.3％ 1.4％ 1.2％ 

来館者アンケート(H19・５月～H20・３月) 貸館利用者対象(回答数 79) 

とても安い 安い 普通 高い 無回答 
使用料 

36.8％ 31.6％ 27.6％ 2.6％ 1.4％ 

大変良い 良い 普通 悪い 無回答 
職員の応対 

50.0％ 29.5％ 15.4％ 3.8％ 1.3％ 

大変満足 満足 普通 不満 無回答 
総合評価 

34.6％ 43.6％ 16.7％ 3.8％ 1.3％ 

少年自然の家 

１０ 苦情等の受付状況 

施 設 主な苦情とその対応結果 

文化博物館 

○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)。 

高齢者ふれあいの里 
(中崎・大久保・魚 
住・二見) 

○喫煙問題について、館内禁煙を求める声があるが、 禁煙コーナーでの分煙で 

ご理解いただくようお願いしている。 

○トイレにウォシュレットを希望する声があり、 施設の改修工事に伴い設置し 

た(中崎)。 

少年自然の家 

○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。 

○宿泊利用者の入浴中や夜間の声がうるさいとの近隣住民からの苦情があり、 

浴場の窓を２重窓にするとともに、 利用者に対する迷惑行為防止の周知徹底 

を図った。
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１１ 情報公開及び個人情報保護の対応 

施 設 情報公開及び個人情報保護の対応 

＜情報公開＞ 

○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。 

○公開請求等はなかった。 
文化博物館 

＜個人情報保護＞ 

○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。 

高齢者ふれあいの 
里(中崎・大久保・ 
魚住・二見) 

＜情報公開＞ 

○公開請求等はなかった。 

＜個人情報保護＞ 

○個人情報保護とその取り扱いについて研修し、徹底を図った。 

＜情報公開＞ 

○「明石市行政オンブズマンに関する覚書」の交換（７月） 

○公開請求等はなかった。 

少年自然の家 ＜個人情報保護＞ 

○明石市個人情報保護条例のほか、指定管理基本協定書中の「個人情報取扱 

特記事項」の遵守。 

○「小学館個人情報取扱いガイドライン」の遵守。 

１２ 緊急時等への対応状況 

緊急時等への対応状況 
施 設 

対応体制 ﾏﾆｭｱﾙ等 対 応 状 況 

文化博物館 ○ 
「緊急時対応・防犯・ 

防災対策ﾏﾆｭｱﾙ」 

○ﾏﾆｭｱﾙを全員に配布し、対応の徹底を図っ 

た。 

○４月 26 日消防本部の査察を受けた。３点 

の軽微な指摘事項を受け、改善を図った。 

○５月23日及び11月９日に職員全員で消防 

避難訓練を実施した。 

高齢者ふれあいの 
里(中崎・大久保・ 
魚住・二見) 

〇 

｢安全管理規定｣ 

｢緊急時対策・防犯・ 

防災対策ﾏﾆｭｱﾙ｣ 

○マニュアルを作成し、 全社員への研修を実 

施した。 

○６月 18日～21日、 12月３日～７日に各館 

において消防訓練を実施した。 

少年自然の家 〇 
｢危機管理対策ﾏﾆｭｱﾙ｣ 

｢安全管理対策ﾏﾆｭｱﾙ｣ 

○２月 16日に消防避難訓練を実施した。 

○消防計画書を作成し、提出した。 

○避難器具使用研修を実施した。 

○全職員及びボランティアリーダーが、 市民 

救命士の資格を取得した。
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１３ モニタリング状況 

定期報告 

施 設 所管課 
日報 

月例 

報告 

4半期 

報告 

実績 

報告 

ミーティ 

ング 
実地調査 

翌年度の 

事業計画 

文化博物館 文化施設課 ○ ○ ○ ○ 毎月実施 適宜 
前年度の 

10月末 

高齢者ふれあいの 
里(中崎・大久保・ 
魚住・二見) 

高年福祉課 ○ ○ ○ 毎月実施 適宜 
前年度の 

８月末 

少年自然の家 
青少年対策 

課 
○ ○ ○ ○ 毎月実施 適宜 

前年度の 

10月末


