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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、並びに経費の節減を図る 

ことを目的として、平成 18 年度から市民会館や図書館など 21 施設に指定管理者制度 

を導入しました。 

(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 

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

必要な指導を行ってきました。 

この結果、平成18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、所管課における第一次評価において確認しています。 

なお、この間の主な成果として、市民サービスの向上については、市民会館の自主 

事業の質量の充実、図書館での開館時間の延長や休館日の削減、高齢者等への図書宅 

配サービスなどが実施されています。また、利用者の満足度でも、アンケート調査等 

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 18 年度指定管理料決算額と平成 17 年度決算額を比較した 

結果、制度導入施設全体で約13.4％、総額にして約１億６千４百万円の経費節減が図 

られています。 

(3) 今後の取り組み 

10月実施予定の行政評価委員会における第二次評価では、同委員会の所管課ヒアリ 

ング等を通じ、 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も、今後の指定管理業務の改善に生かしていきます。 

今後においては、これまで以上に、市民や利用者等からの声や意見の把握に努め、 

これを真摯に受け止めるとともに、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 制度導入施設（２１施設） 平成 19年３月 31日現在 

施 設 所 在 地 指定期間 指定管理者 公募 
利用料 

金制 

市民会館 中崎１丁目３－１ 

中崎公会堂 相生町１丁目９－16 

市民ホール 
本町１丁目１―32 

らぽす５階 

西部市民会館 魚住町中尾 702－３ 

３年 

(H18.4.1～ 

H21.3.31) 

神戸新聞・神戸国際 

会館共同事業体 
公募 ○ 

大蔵海岸海峡広場 大蔵海岸通１丁目１ 

大蔵海岸駐車場 
大蔵海岸通１丁目４ 

大蔵海岸通２丁目５ 

大蔵海岸公園 大蔵海岸通２丁目地内 

３年 

(H18.4.1～ 

H21.3.31) 

㈱神戸新聞事業社 

明石支社 
公募 × 

明石駅前立体駐車場 山下町 951－30 

３年 

(H18.4.1～ 

H21.3.31) 

MHI ジェネラルサー 

ビシーズ・三菱重工 

パーキンググルー 

プ 

公募 × 

明石駅自転車駐車場 山下町 951－42 

３年 

(H18.4.1～ 

H21.3.31) 

神戸中央不動産事 

業協同組合 
公募 × 

西明石駅自転車駐車場 小久保２丁目６－17 

３年 

(H18.4.1～ 

H21.3.31) 

神戸中央不動産事 

業協同組合 
公募 × 

石ヶ谷公園 大久保町松陰 1126－47 

３年 

(H18.4.1～ 

H21.3.31) 

㈱ホープ 公募 × 

明石海浜公園 二見町南二見８ 

魚住北公園 魚住町長坂寺 1242－７ 

３年 

(H18.4.1～ 

H21.3.31) 

㈱サンアメニティ 公募 × 

図書館 明石公園１－27 

西部図書館 魚住町中尾 702－３ 

３年 

(H18.4.1～ 

H21.3.31) 

ＮＴＴデータ・ＤＨ 

Ｓ・ＮＴＴファシリ 

ティーズ共同事業 

体 

公募 × 

高齢者ワークセンター 船上町５－２ 

３年 

(H18.4.1～ 

H21.3.31) 

㈳明石市シルバー 

人材センター 
特定 × 

夜間休日急病センター 大久保町八木 743-33 

２年７ヶ月 

(H18.9.1～ 

H21.3.31) 

㈳明石市医師会 特定 × 

休日歯科急病センター 

兼障害者等歯科診療所 

貴崎１丁目５－13 

総合福祉センター内 

３年 

(H18.4.1～ 

H21.3.31) 

㈳明石市歯科医師 

会 
特定 × 

勤労福祉会館 相生町２丁目７－12 

中高年齢労働者福祉セ 

ンター 

西明石南町３丁目１－ 

21 

産業交流センター 
大久保町ゆりのき通１ 

丁目４－７ 

３年 

(H18.4.1～ 

H21.3.31) 

㈶明石市産業振興 

財団 
特定 ○
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３ 施設の管理体制 平成 19年３月 31日現在 

施 設 平成 18年度体制 平成 17年度体制 
H17運営 

方法 

市民会館 

中崎公会堂 

市民ホール 

西部市民会館 

正 社 員 11人 
臨時・非常勤社員 8人 
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 5人 
委託社員 13人 

計
37人 

正規職員 11人 
臨時職員等 7人 
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 3人 
委託職員 16人 

計
37人 

市直営 

大蔵海岸海峡広場 

大蔵海岸駐車場 

大蔵海岸公園 

正 社 員 2人 
契約社員 1人 
アルバイト 1人 

計
4人 

正規職員 5人 
臨時職員等 8人 

計
13人 

管理委託 
(明石市緑化 
公園協会） 

明石駅前立体駐車場 
正 社 員 1人 
パート社員 2人 
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 7人 

計
10人 

臨時職員等 4人 
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 6人 

計
10人 

管理委託 
(明石市都市 
施設公社） 

明石駅自転車駐車場 
臨時社員 ４人 
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ ８人 
委託社員 ２人 

計
14人 

臨時職員等 4人 
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 10人 

計
14人 

管理委託 
(明石市都市 
施設公社） 

西明石駅自転車駐車 

場 

正 社 員 5人 
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 4人 

計
9人 

臨時職員等 8人 
計
8人 

管理委託 
(明石市都市 
施設公社） 

石ヶ谷公園 
契約社員 12人 
(指定管理業務のために新 
規雇用された社員) 

計
12人 

正規職員 4人 
臨時職員等 10人 

計
14人 

管理委託 
(明石市緑化 
公園協会） 

明石海浜公園 

魚住北公園 

正 社 員 1人 
契約社員 2人 
パート社員 5人 

計
8人 

正規職員 2人 
臨時職員等 9人 

計
11人 

管理委託 
(明石市緑化 
公園協会） 

図書館 

西部図書館 

フルタイム社員 16人 
パートタイム社員 38人 

計
54人 

正規職員 13人 
臨時職員等 20人 
受付補助員 8人 

計
41人 

市直営 

高齢者ワークセンタ 

ー 

プロパー職員 5人 
嘱託職員 6人 

計
11人 

プロパー職員 5人 
嘱託職員 6人 

計
11人 

管理委託 
(明石市ｼﾙﾊﾞ 
ｰ人材ｾﾝﾀｰ） 

夜間休日急病センタ 

ー 

【管理部門】 
所長１人 （※医療法上の管 
理者） 、事務長１人、事務 
員１人、臨時事務員１人 
委託事務員１人（※原則、 
月・木・土のみ） 
【運営部門】 
医師２～３人 （※患者数の 
状況により別途応援体制 
を整備） 、 薬剤師２～４人、 
看護師３～６人（※正規・ 
パート等） 、委託医療事務 
員２～５人 

同左 
管理委託 
(明石市医師 
会) 

休日歯科急病センタ 

ー兼障害者等歯科診 

療所 

正規職員は２人、 他はパー 
ト等 
【休日歯科診療】 
歯科医師１～３人、 歯科衛 
生士２～５人、 事務員１人 
【障害歯科診療】 
歯科医師３人、 歯科衛生士 
４人、看護師１人、事務員 
１人 

正規職員は１人、 他はパー 
ト等 
【休日歯科診療】 
歯科医師１～３人、 歯科衛 
生士２～５人、 歯科助手１ 
人
【障害歯科診療】 
歯科医師３人、 歯科衛生士 
４人、看護師１人、事務員 
１人 

管理委託 
(明石市歯科 
医師会） 

市直営 
勤労福祉会館 

中高年齢労働者福祉 

センター 

管理委託 
(明石市都市 
施設公社） 

産業交流センター 

正規職員 6人 
臨時職員等 16人 

計
22人 

正規職員 9人 
臨時職員等 17人 

計
26人 

管理委託 
(明石市産業 
振興財団）
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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) 
（H17年度 
決算額） 

（H18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 

市民会館 

中崎公会 

堂

市民ホー 

ル

西部市民 

会館 

＜文化施設課＞ 
正規職員3名増 
（事務の按分） 
課長×１ 
係長×１ 
係員×１ 

210,573 164,300 46,273 22.0% 26,138 20,135 9.6% 

大蔵海岸 

海峡広場 

大蔵海岸 

駐車場 

大蔵海岸 

公園 

＜海岸治水課＞ 
人数変更なし 

114,460 110,997 3,463 3.0% 0 3,463 3.0% 

明石駅前 

立体駐車 

場 

36,380 29,554 6,826 18.8% 6,826 18.8% 

明石駅自 

転車駐車 

場 

36,770 32,939 3,831 10.4% 3,831 10.4% 

西明石駅 

自転車駐 

車場 

＜放置自転車対策課 
＞
人数変更なし 

29,697 28,891 806 2.7% 

0 

806 2.7% 

石ケ谷公 

園 
145,172 125,194 19,978 13.8% 19,978 13.8% 

明石海浜 

公園 

魚住北公 

園 

＜公園課＞ 
人数変更なし 

111,087 78,276 32,811 29.5% 

0 

32,811 29.5% 

図書館 

西部図書 

館 

＜社会教育推進課＞ 
正規職員約２名増 
（事務の按分） 
係長×０．６ 
係員×０．６ 
係員×０．６ 

278,769 237,920 40,849 14.7% 15,498 25,351 9.1% 

高齢者ﾜｰｸ 

センター 

＜高年福祉課＞ 
人数変更なし 

2,097 1,968 129 6.2% 0 129 6.2% 

休日歯科 

急病セン 

ター兼障 

害者等歯 

科診療所 

＜健康推進課(総合福 
祉センター)＞ 
人数変更なし 

47,939 43,046 4,893 10.2% 0 4,893 10.2% 

勤労福祉 

会館 

中高年齢 

労働者福 

祉センタ 

ー

産業交流 

センター 

＜商工労政課＞ 
人数変更なし 

210,720 164,889 45,831 21.7% 0 45,831 21.7% 

合計 1,223,664 1,017,974 205,690 16.8% 41,636 164,054 13.4%
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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) 
（H17年度決 

算額） 
（H18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 

夜間休日 

急病ｾﾝﾀｰ 

＜健康推進課＞ 
人数変更なし 

260,976 258,777 0 

※平成18年度指定管理料（決算額）については、平成18年４月１日～８月31日の業務委託期間及び平成18年 
９月１日～平成19年３月31日の指定管理者制度の協定期間に対する経費である。 
また、決算額には過年度の精算額が含まれていることから、指定管理者制度導入前後の事業費の比較が困難で 

あるため、効果額の算定から除外している。 

合計 1,459,366 1,276,751 41,636 

※
（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）職員の人件費を計上している。 

（例えば、文化施設課の場合、市民会館関係の制度導入として、職員の人件費（正規職員３名分）+事務費を、 
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8,586千円（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 

市民会館 

中崎公会堂 

市民ホール 

西部市民会館 

・自主事業の公演回数を増加した。年間事業数 21 公演、（内訳 継続 10 公 

演、新規 11公演） 

・映画鑑賞会、ハワイアンコンサートを開催した。 

・鎌田實講演会、夏休みファミリー映画試写会など無料公演を開催した。 

・大型公演には、就学前幼児の一時預りを実施した。 

・海外招聘ｵｰｹｽﾄﾗやｼﾞｬｽﾞ、ｸﾗｼｯｸｺﾝｻｰﾄの開催など文化芸術鑑賞事業を充実。 

・ホームページを開設し、情報提供の充実を図った。 

大蔵海岸海峡広場 

大蔵海岸駐車場 

大蔵海岸公園 

・ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｻｲﾄ(6/1～10/31)を運営し、海水浴場を開設(7/2～8/27)した。 

・管理事務所の土日、祝祭日、年末年始の休みをなくし、通年業務とした。 

明石駅前立体駐車場 

・ホームページを開設し、情報提供の充実を図った。 

・施設内巡回を強化（1時間に１回）した。 

・専門的な視点による保守点検を実施している。 

明石駅自転車駐車場 ・従業員に６Ｓ(清掃、清潔、整理、整頓、ｾｰﾌﾃｨｰ、しつけ)の徹底を図った。 

西明石駅自転車駐車場 

・午前 6時から午後 9時までを有人管理とした。（従前 6:15～20:30） 

・放置自転車対策啓発活動（ビラの配布等）を行った。 

・従業員に６Ｓ(清掃、清潔、整理、整頓、ｾｰﾌﾃｨｰ、しつけ)の徹底を図った。 

石ヶ谷公園 

・スポーツ開放、スポーツ教室、体験教室などを実施した。 

・神姫バスグループとの協力で、ラジオやバス広告などでＰＲを行った。 

・ホームページを開設し、情報提供の充実を図った。 

・専門的な視点による保守点検の結果、不具合のボイラー設備を交換。 

明石海浜公園 

魚住北公園 

・テニス教室、ヨガ教室を開催した。 

・プレイプール員による遊びを通じた指導を行った。 

・専門的な視点による保守点検を実施している。 

図書館 

西部図書館 

・午前 9:30から午後 7時まで開館時間を延長した。 （従前 10：00～18：00） 

・開館日を増した。（本館 289日（７日増）、西部 293日（８日増）） 

・図書返却場所を３箇所増設した。（計５箇所） 

・高齢者や障害者等への宅配サービスを実施した。 

・市民への説明会やテーマごとの図書展示を実施した。 

高齢者ワークセンター ・シルバー人材センター事業との連携により施設を有効活用した。 

夜間休日急病センター ・夜間及び休日に係る内科・小児科の応急診療体制について維持した。 

休日歯科急病センター 

兼障害者等歯科診療所 
・休日、障害者等の歯科診療サービスを維持した。 

勤労福祉会館 

中高年齢労働者福祉セ 

ンター 

産業交流センター 

・３施設共通のＰＲ紙やホームページを開設し情報提供の充実を図った。 

＜勤労福祉会館＞ 

・ヨガ講座、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ講座等を実施した。 

・ハローワークから毎週求人票の送付を受け、来館者の閲覧を可能とした。 

＜中高年齢労働者福祉センター＞ 

・保健体操講座、高齢者体操講座、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ講座等を実施した。 

＜産業交流センター＞ 

・企業ﾆｰｽﾞに応じた新入･社員研修等ｾﾐﾅｰや就職支援ｲﾍﾞﾝﾄ開催。 

・経営、技術等の窓口相談を実施した。 

・駐車場料金を値下げ(4/1 より 30 分 150 円⇒100 円）と駐車場の 24 時間 

営業を実施した。 

・ビデオ、図書の貸出期間を１週間から２週間に延長した。
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６ 利用状況等 

利用状況等 
施 設 

項目 平成１８年度 平成１７年度 

（大ホール） 
利用件数（利用率）利用者数 214件（72.5%）164,952人 182件（61.7%）154,053人 

（中ホール） 
利用件数（利用率）利用者数 175件（55.7%）43,283人 174件（54.9%）48,101人 

市民会館 

（会議室） 
利用件数（利用率）利用者数 1,279件(72.8%)26,903人 1,213件（68.7%）30,335人 

（西部ホール） 
利用件数（利用率）利用者数 109件（37.0%）22,367人 122件（40.1%）29,080人 

西部市民会館 
（西部練習室） 
利用件数（利用率）利用者数 577件（97.7%）24,619人 563件（96.6%）23,232人 

市民ホール 利用件数（利用率）利用者数 
277件（76.1%）21,945人 169件（67.8%）18,681人 

（大広間） 
利用件数（利用率）利用者数 643件（96.8%）17,306人 660件（95.2%）16,814人 

中崎公会堂 
（和室） 
利用件数（利用率）利用者数 272件（69.0%）3,402人 257件（69.8%）2,733人 

＜大蔵海岸駐車場＞ 

(H17.7料金改定) 

・利用台数 

105,184台 118,643台 

大蔵海岸海峡 

広場 

大蔵海岸駐車 

場

大蔵海岸公園 

＜大蔵海岸海水浴場＞ 

・海水浴場利用者数 
47,870名 （H17開設無） 

・利用台数 188,356台 184,688台 明石駅前立体 

駐車場 
・利用収入 99,712千円 102,536千円 

・原 付 

（定期利用枠 358台） 
平均利用率100% 平均利用率100% 

・原 付 

（一時利用枠 68台） 
平均利用率173% 平均利用率152% 

・自転車 

（定期利用枠 1,317台） 
平均利用率 86% 平均利用率90% 

明石駅自転車 

駐車場 

・自転車 

（一時利用枠 193台） 
平均利用率 70% 平均利用率61% 

・原 付(定期利用枠、H18 

431 台、H17 435 台) 
平均利用率 93% 平均利用率90% 

・原 付(一時利用枠 54台) 
回数券利用者除く 

平均利用率 46% 平均利用率44% 

・自転車(定期利用枠、H18 

1,481 台、H17 1,089 台) 

※H18に施設を増設 

平均利用率 73% 平均利用率71% 

西明石駅自転 

車駐車場 

・ 自転車(一時利用枠146台) 
回数券利用者除く 

平均利用率 63% 平均利用率52% 

（第１競技場） 
利用件数（利用率）利用者数 1,324件(75.6%)65,309人 1,226件（69.3%）59,484人 

（第２競技場） 
利用件数（利用率）利用者数 1,077件(80.7%)28,306人 1,069件（78.3%）27,438人 

石ヶ谷公園 

（会議室） 
利用件数（利用率）利用者数 153件（11.0%）5,083人 122件（9.6%）4,516人
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（テニスコート） 
利用件数（利用率）利用者数 1,074件（30.8%）12,203人 1,070件（31.0%）12,580人 

（運動場） 
利用件数（利用率）利用者数 284件（41.3%）32,974人 312件（43.0%）38,516人 

（臨時競技場） 
利用件数（利用率）利用者数 291件（41.4%）18,667人 269件（39.5%）19,318人 

（屋内競技場） 
利用件数（利用率）利用者数 629件（44.0%）9,893人 618件（47.7%）12,229人 

（会議室） 
利用件数（利用率）利用者数 49件（3.5%）676人 42件（3.9%）498人 

明石海浜公園 

（プール） 
有料利用者数 

18,927人 19,883人 

（テニスコート） 
利用件数（利用率）利用者数 1,218件（35.5%）6,925人 

260件（24.7%）9,180人 
改修工事のため閉鎖(9月) 

魚住北公園 
（多目的広場） 
利用件数（利用率）利用者数 318件（44.3%）9,886人 （40.3%） 

・貸出人数 343,197人 329,157人 

・貸出冊数 1,343,515冊 1,276,915冊 

・予約件数 72,443件 65,503件 

図書館 

西部図書館 

・宅配サービス利用者数 125人（1,069冊） （新規サービス） 

・作業室 （利用者数/回数） 925人（380回） 869人（384回） 

・研修室(1) （利用者数/回数） 764人（64回） 763人（87回） 
高齢者ワーク 

センター 

・研修室(2) （利用者数/回数） 712人（352回） 334人（238回） 

・内科（夜間・昼間） 

※業務委託期間を含む年間の 

患者数 

5,062人・3,322人 5,094人・3,192人 

夜間休日急病セ 

ンター ・小児科（夜間・昼間） 

※業務委託期間を含む年間の 

患者数 

5,919人・5,272人 6,301人・5,487人 

＜休日歯科診療＞ 
・利用者数（診療日） 810人（71日） 771人（71日） 

＜障害歯科診療＞ 
・利用者数（診療日） 1,190人（96日） 1,151人（96日） 

・障害者（児）電話歯科相談 
148件 143件 

休日歯科急病 

センター兼障 

害者等歯科診 

療所 

・歯科相談 21件 17件 

・稼働率（※） 57% 55% 

・使用件数 4,460件 4,294件 勤労福祉会館 

・使用人数 100,250人 103,852人 

・稼働率（※） 67% 67% 

・使用件数 3,131件 3,123件 

中高年齢労働 

者福祉センタ 

ー 
・使用人数 49,903人 52,245人 

・稼働率（※） 44% 44% 

・使用件数 4,094件 4,076件 
産業交流セン 

ター 

・使用人数 168,426人 202,702人 

（※）稼働率＝使用件数÷使用可能回数
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７ 自主事業 

施 設 自主事業 

市民会館 

中崎公会堂 

市民ホール 

西部市民会館 

・しおさい名画劇場「なごり雪」（大 H・西部 H ４回 640人参加） 
・ハワイアン・クール・ブリーズ（大ホール 1,158 人参加） 
・しおさいコンサート「松本幸三ファミリーコンサート」（中 H 326人参 
加） 

・鎌田實講演会（西部 H 450人参加） 
・夏休み親子映画試写会｢ハイジー」(大 H 728 人参加) 
・夏休み子ども劇場「おじゃる丸」(大 H 1,033 人参加) 
・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 H 188 人参加） 

・和楽コンサート（中崎公会堂 179人参加） 
・森山良子コンサート（大 H 1,260 人参加） 
・中崎寄席（中崎公会堂 246人参加） 
・フライブルク市立フィルハーモニー管弦楽団（大 H 607人参加） 
・高校生の芸術鑑賞教室「上方寄席・狂言」（大 H 10校 9,130 人参加） 
・なつかしの名作映画会（大 H 416人参加） 
・明石第九演奏会（大 H 964人参加） 
・クリスマス子どもシアター「それいけ！アンパンマン」（中 H・西部 H 

1,284 人参加） 
・新春 明石寄席（中 H 450人参加） 
・しおさいコンサート「エクラ in明石」（中 H 270人参加） 
・白鳥の湖（大 H 876人参加） 
・近藤嘉宏ピアノコンサート（大 H 737人参加） 
・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 H 849 人参加） 
・勇者ブルードラゴン（中 H 417人参加） 

大蔵海岸海峡広場 

大蔵海岸駐車場 

大蔵海岸公園 

・ 「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） 
・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（利用者数 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） 

・海水浴場ファイナルイベント（朝霧太鼓、ジャズ演奏） 
・「リサイクル・フリーマーケット」 
(２回開催・出店数、１回目 46店、２回目 40店) 

・「大蔵海岸イルミネーション」（12月 29日～１月 14日） 

明石駅前立体駐車場 

明石駅自転車駐車場 

西明石駅自転車駐車場 

石ヶ谷公園 

・スポーツ教室 
卓球教室 164人 
幼児体操教室 133人 
わくわくスポーツ教室 84人 
すこやか健康体操教室 161人 
フィットネスダンス教室 70人 
バレーボール教室 71人 
親子ふれあい教室 112人 
キラキラボディ教室 31人（新設） 

合計 826人 ※利用者が２割増 
・スポーツ開放 

バレーボール、バドミントン、卓球
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明石海浜公園 

魚住北公園 

・スポーツ教室 
テニス教室開催（明石海浜 ４期開催 計 109人参加） 

（魚住北 ４期開催 計 55人参加） 
ヨガ教室開催 （明石海浜 10人参加） 

・スポーツ開放 
バドミントン 81人、卓球 13人 

図書館 

西部図書館 

高齢者ワークセンター 

・技能研修事業 
毛筆筆耕 10月 17人 
植木剪定 ２月 25人 
襖等張替 ３月 10人 

・高齢者就業相談 413人 

夜間休日急病センター 

休日歯科急病センター 

兼障害者等歯科診療所 

勤労福祉会館 ・ヨガ講座（180人参加）、トレーニング講座（91人参加） 

中高年齢労働者福祉セ 

ンター 

・保健体操講座（37回実施 延べ 2,657 人参加） 
・高齢者体操講座（39回実施 延べ 669人参加） 
・トレーニング講座（173人参加） 

産業交流センター 

・全 23事業のうち、10の自主事業を実施（平成 17年度実績９事業） 
（主な事業） 
金融・経済セミナー（１月 20日実施 44人参加） 
ライフプランセミナー（２月 17日実施 53人参加）
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８ 職員研修の実施状況 

施 設 職員研修の実施状況 

市民会館 

中崎公会堂 

市民ホール 

西部市民会館 

・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回実施した。 

大蔵海岸海峡広場 

大蔵海岸駐車場 

大蔵海岸公園 

・指定管理者として、指定管理業務に関する研修を、４月までに１回、 

４月に１回実施した。 また安全についての取り組みでは、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、 ４月に研修を実施し 

た。さらに個人情報保護についても、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。 

・清掃、警備、植栽管理業務従事者については、毎月第１月曜日に業務 

改善についての打ち合わせ、また３ヶ月に１度の打ち合わせでは、四 

半期ごとの重点目標の説明及び問題点の整理を行った。 

・また明石市では、 業務従事者に対し、 安全、 安心の取り組みについて、 

研修を２回実施した。（６月 26日、１月 10日） 

明石駅前立体駐車場 

・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。 

・個人情報保護規則、社員就業規則を制定し、情報セキュリティ管理・ 

情報システム利用倫理基準等により教育を実施している。 

明石駅自転車駐車場 
・災害（火災等）対応マニュアルに基づく説明をした。 

・個人情報保護法マニュアルに基づく説明をした。 

西明石駅自転車駐車場 
・災害（火災等）対応マニュアルに基づく説明をした。 

・個人情報保護法マニュアルに基づく説明をした。 

石ヶ谷公園 

・全職員（年２回）を対象に、スポーツ指導者としての知識・技術向上、 

及びサービス・マナーアップのため順次派遣し、研修を受講させた。 

さらに 19 年度から導入するトレーニングマシーンの使用にあたり、 

12月にトレーニング指導士養成講習を受講させた。 

・環境安全衛生委員会やＣＳ推進委員会など 6つの委員会を９月に立ち 

上げ、実効性を高めるともに人材育成を図るなど活動を続けている。 

明石海浜公園 

魚住北公園 

・社員研修として、６月 26日に市民救命士講習会に参加させた。 

また、４月・８月にプールの救助研修を内部で行い、監視員全員に対 

し監視講習を実施した。 

図書館 

西部図書館 

・内部の研修として、レファレンス、選書、展示の仕方、装備、修理、 

他市の移動図書館見学などを行い、 外部の研修として、インターネッ 

トレファレンス、読み聞かせ、ストーリーテリング、ボランティア養 

成などの講座に職員を派遣するなど職員の技能向上に努めた。 

さらに、四半期毎に職員自ら自己評価を行うことで、 意識の向上と 

課題の洗出しを行うためセルフモニタリング （自己監視） を実施した。 

高齢者ワークセンター ・職場内研修を実施している。 

夜間休日急病センター 

・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。さらに看護師については、ＡＣＬＳ(救命） 

の講習を受講している。 

休日歯科急病センター 

兼障害者等歯科診療所 

・執務医、歯科衛生士等を対象にした講演会を１回、実務研修を２回実 

施している。



12 

勤労福祉会館 

中高年齢労働者福祉セ 

ンター 

産業交流センター 

・新入職員研修の実施 

内容 受付事務、接遇研修等 

対象 館長及び受付事務職員 計４名 

期間 平成 18年３月 27・29･30 日 

場所 産業交流センター・勤労福祉会館 

・市民救命士講習受講(５月) 勤労２名、中高年２名、産交１名
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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 

＜来館者アンケート＞ ４月～３月実施 

自主事業公演の内容評価 よかった 普通 悪い 未記入 

しおさい名画劇場 68.8% 20.8% 1.4% 9.0% 

しおさいコンサート 「松本幸三 

ファミリーコンサート」 
89.4% 0.9% 0.0% 9.7% 

ハワイアン・クール・ブリーズ 66.5% 13.2% 7.2% 13.1% 

鎌田實講演会 90.2% 3.0% 0.0% 6.8% 

夏休み親子映画試写会 69.3% 12.2% 0.9% 17.6% 

夏休み子ども劇場 63.7% 13.3% 1.8% 21.2% 

ファミリー劇場 86.2% 10.8% 3.0% 0.0% 

和楽コンサート アンケートなし 

森山良子コンサート アンケートなし 

中崎寄席 85.2% 6.7% 0.0% 8.1% 

フライブルク市立フィルハー 

モニー管弦楽団 
89.6% 4.6% 0.8% 5.0% 

なつかしの名作映画会 71.5% 20.3% 0.6% 7.6% 

明石第九演奏会 85.7% 5.0% 0.3% 9.0% 

クリスマス子どもシアター 74.0% 10.8% 0.0% 15.2% 

新春 明石寄席 78.7% 9.5% 0.3% 11.5% 

しおさいコンサート「エクラ 

inあかし」 
81.5% 1.8% 0.0% 16.7% 

白鳥の湖 95.2% 3.9% 0.9% 0.0% 

近藤嘉宏ピアノコンサート 88.2% 3.8% 0.2% 7.8% 

しおさいジャズコンサート 86.5% 4.9% 0.3% 8.3% 

勇者ブルードラゴン 90.0% 1.3% 0.7% 8.0% 

＜貸館利用者アンケート＞ 4～9月 回答数 183件 

利用状況 
ﾘﾋﾟｰﾀｰ 
83.1% 

他の市内施設から紹介 
4.4% 

広報あかし他 
12.5% 

職員の応対 
とても良い 
37.2% 

良い 
36.6% 

普通 
24% 

悪い 
2.2% 

料金 高い 24.1% 普通 61.2% 安い 12% その他 2.7% 

＜貸館利用者アンケート＞ 10～３月 回答数 121件 

施設・サービ 

スの不足 

駐車料金 

割引・ 値下げ 

市・・27件 

西部・15件 

トイレの拡 

充・改善 

9件 

暖房設備 

の改善 

7件 

基本料金の値下 

げ

5件 

市民会館 

中崎公会堂 

市民ホール 

西部市民会館 

職員の応対 
とても良い 

39.7% 

良い 

36.4% 

普通 

22.3% 

悪い 

1.6% 

＜利用者アンケート＞ 10月実施 １回目回答数 119 

職員の対応 満足 56.4% 普通 43.6% 不満 0% 

施設の使いやすさ 満足 60.9% 普通 37.4% 不満 1.7% 

各種催物 満足 22.1% 普通 73.5% 不満 4.4% 

施設環境 満足 72.0% 普通 25.4% 不満 2.6% 

全体的満足度 満足 77.3% 普通 21.0% 不満 1.7% 

＜利用者アンケート＞ 10月実施 ２回目回答数 90 

大蔵海岸海峡広場 

大蔵海岸駐車場 

大蔵海岸公園 

職員の対応 満足 56.7% 普通 43.3% 不満 0%
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施設の使いやすさ 満足 56.7% 普通 40.0% 不満 3.3% 

各種催物 満足 46.7% 普通 51.1% 不満 2.2% 

施設環境 満足 70.0% 普通 30.0% 不満 0% 

全体的満足度 満足 71.1% 普通 28.9% 不満 0% 

＜定期利用者アンケート＞ 10月実施分 回答数 46 

質問項目 満足 普通 不満 

職員の応対 62.2% 37.8% 0% 

施設の使いやすさ 73.9% 23.9% 2.2% 

館内環境 58.7% 41.3% 0% 

明石駅前立体駐車場 

全体満足度 71.1% 28.9% 0% 

＜利用者アンケート＞ ３月実施 回答数 75 

質問項目 満足 普通 不満 

職員の応対 76.0% 24.0% 0% 

施設の使いやすさ 9.3% 60.0% 30.7% 

館内環境 14.7% 61.3% 24.0% 

明石駅自転車駐車場 

全体満足度 24.0% 60.0% 16.0% 

＜利用者アンケート＞ ３月実施 回答数 49 

質問項目 満足 普通 不満 

職員の応対 58.1% 39.8% 2.1% 

施設の使いやすさ 42.9% 43.9% 13.2% 

館内環境 51.0% 41.8% 7.2% 

西明石駅自転車駐車場 

全体満足度 49.0% 45.9% 5.1% 

＜貸館利用者アンケート＞ 2/21～2/25実施 回答数 479 

接客対応について 

質問項目 
大変 
良い 

良い 普通 悪い 
大変 
悪い 

回答 
なし 

窓口応対 21.9% 48.2% 27.8% 0.4% 0% 1.7% 

言葉遣い 20.4% 52.2% 25.3% 0.4% 0% 1.7% 

教室・開放ス 
タッフ対応 

18.0% 48.2% 25.3% 0.2% 0% 8.3% 

大会運営支援 

スタッフ対応 
24.8% 47.4% 23.0% 0.2% 0% 4.6% 

接客対応について 

年齢 
20代 5.9% 30 代 33.7% 40 代 37.1% 50 代 15.7% 
60 代 7.4% 70 代 0.2% 

性別 男 9.5% 女 90.5% 

住まい 
高丘 9.9% 大久保（高丘を除く） 28.7% 魚住 11.3% 
二見 9.6% 市内（東部） 25.6% 市外 14.9% 

スポーツ利用 
頻度（週当た 

り） 

１日 26.4% ２日 29.7% ３日 21.7% ４日 11.3% 
５日 5.9% ６日 2.5% ７日 1.7% 

月１回 0.4% 月２回 0.4% 

石ヶ谷公園 

交通手段 
自動車 93.4% バイク・自転車 5.7% 
バス 0.3% その他 0.6% 

＜来館利用者アンケート＞ 明石海浜公園 回答数 24 

全体 良い・満足 79.2% どちらともいえない 20.8% 悪い・不満足 0.0% 

職員の対応 良い・満足 100% どちらともいえない 0.0% 悪い・不満足 0.0% 

明石海浜公園 

施設の使いやすさ 良い・満足 66.6% どちらともいえない 29.2% 悪い・不満足 4.2%
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館内環境 良い・満足 58.3% どちらともいえない 41.7% 悪い・不満足 0.0% 

＜来館利用者アンケート＞ 魚住北公園 回答数 35 

全体 良い・満足 77.1% どちらともいえない 22.9% 悪い・不満足 0.0% 

職員の対応 良い・満足 85.7% どちらともいえない 14.3% 悪い・不満足 0.0% 

施設の使いやすさ 良い・満足 88.6% どちらともいえない 8.6% 悪い・不満足 2.8% 

魚住北公園 

館内環境 良い・満足 68.6% どちらともいえない 31.4% 悪い・不満足 0.0% 

＜指定管理者による来館者アンケート＞ 3/30(金)実施 回答数 660 
( )は 9/30(土)実施分 回答数 812 

職員の応対 
満足 72.2% 
(67.9%) 

普通 25.1% 
(30.4%) 

不満 2.0% 
(1.1%) 

未回答 0.7% 
（0.6%） 

職員の知識 
満足 51.3% 
(50.3%) 

普通 39.8% 
(42.4%) 

不満 2.4% 
(1.8%) 

未回答 6.5% 
（5.5%） 

館内の雰囲気 
満足 63.0% 
(65.3%) 

普通 31.5% 
(30.5%) 

不満 4.3% 
(3.2%) 

未回答 1.2% 
（1.0%） 

＜社会教育推進課による来館者アンケート＞5/16(水)実施 回答数 380 
( )は 10/12(木)実施分 回答数 391 

職員の応対 
満足 76.8% 

(73.9%) 

普通 17.9% 

(20.2%) 

不満 1.3% 

(0.5%) 

未回答 4.0% 

（5.4%） 

質問への対応 
満足 63.4% 
（57.5%） 

普通 28.4% 
（29.9%） 

不満 0.7% 
（0.5%） 

未回答 7.5% 
（12.1%） 

図書館 

西部図書館 

サービス内容 
満足 60.8% 
（41.9%） 

普通 29.2% 
（43.9%） 

不満 3.1% 
（3.3%） 

未回答 6.9% 
（10.9%） 

夜間休日急病センター 

・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ないが、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。 

休日歯科急病センター 

兼障害者等歯科診療所 

・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ない。 

＜自主事業の参加者対象アンケート＞ 

毛筆筆耕講座(10月実施) 良い 57.2% 普通 42.8% 悪い 0% 

植木剪定講座(2月実施) 良い 61.1% 普通 38.9% 悪い 0% 
高齢者ワークセンター 

襖等張替講座(3月実施) 良い 100% 普通 0% 悪い 0% 

＜来館者アンケート＞ 9月実施 一般利用者対象（回答数 454） 

職員の対応 満足 46% 普通 46% （未回答 8%） 

施設の満足度 満足 25% 普通 64% （未回答 11%） 
勤労福祉会館 

今後の利用意向 利用したい 91% 

職員の対応 満足 33% 普通 65% （未回答 2%） 

施設の満足度 満足 39% 普通 55% （未回答 6%） 
中高年齢労働者福祉セ 

ンター 
今後の利用意向 利用したい 98% 

職員の対応 満足 54% 普通 46% 

施設の満足度 満足 48% 普通 52% 産業交流センター 

今後の利用意向 利用したい 85%
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１０ 苦情等の受付状況 

施 設 主な苦情とその対応結果 

市民会館 

中崎公会堂 

市民ホール 

西部市民会館 

・催事の際、市役所駐車場が混雑するため、混雑の緩和策を講じるよう 

要望があった。 

・中崎公会堂に駐在する１職員の態度、 言葉遣い等について苦情があり、 

職員の配転で解決した。 

・定時使用を早めてほしいとの要望があり、催事内容に応じて柔軟に対 

応した。 

・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） 

・市民会館・西部市民会館とも駐車場料金が高いとの要望があった。西 

部市民会館駐車場料金については、 市役所立体駐車場料金の改定 （H19 

年４月）もあり、現在検討中である。 

大蔵海岸海峡広場 

大蔵海岸駐車場 

大蔵海岸公園 

・犬の散歩のマナーとバイクの通行についての苦情が多く、毎日園内放 

送を通じて注意を呼びかけた。犬のマナーについては、市職員ととも 

に啓発を行い、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、主要な入口に通行禁止の看板を設置し注意を促したほか、園 

内巡視の際、バイク走行中の利用者に注意を呼びかけた。 

・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。 

明石駅前立体駐車場 
・料金を下げて欲しい。 

・定期券を日曜、祝日も利用できるようにして欲しい。 

明石駅自転車駐車場 

・一時利用者（原付）より、原付の専用出入口が判りにくいとの申出が 

あり、販売機の見えやすい位置へ案内を掲示することで、対応した。 

・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。 

西明石駅自転車駐車場 

・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。 

石ヶ谷公園 

・中央体育会館では、特にない。公園部分では、多目的広場外周園路の 

損傷について要望があったので、改修した。 

・レストラン・売店などの設置要望があり、旧レストランの場所に軽食 

の自販機コーナーを設けた。 

明石海浜公園 

魚住北公園 

・利用者が公園隣接地にごみを捨てる。 その放置されたごみから小火が 

発生したという苦情があった。 利用者には申込時の注意喚起をすると 

ともに、注意看板を設置した。
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図書館 

西部図書館 

・紛失図書の弁償について、現物での弁償しか認めないのは納得できな 

いという苦情があり、代金で弁償できるようにした。 

・駐車料金が高いという苦情が多くあるが、両館とも隣接、併設する駐 

車場が他施設の管理のため要望をするに留まっている。 

･レファレンス対応のため職員の技能向上が望まれており、研修機会の 

増加や内容の充実を図った。 

・館内の室温管理についての要望が多かったことから、巡回を強化しき 

め細かな室温調整に努めた。 

夜間休日急病センター 

・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 

フで協議し、改善に努めている。 

休日歯科急病センター 

兼障害者等歯科診療所 
・特になし。 

高齢者ワークセンター ・特になし。 

勤労福祉会館 

中高年齢労働者福祉セ 

ンター 

産業交流センター 

・中高年齢労働者福祉センターでは、エアコンのききが悪いため、機器 

の修繕を実施した。 

・駐車料金の値下げの要望があり、産業交流センターにおいて、平成 

19年２月 27日から駐車場の管理運営を第三者に委託し、サービスの 

改善を行った。 

・少数だが、勤労福祉会館では、施設の老朽化を指摘する声もあった。
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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＞ 

・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。 
市民会館 

中崎公会堂 

市民ホール 

西部市民会館 

＜個人情報保護＞ 

・個人情報保護についてのマニュアルを作成するとともに、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＞ 

・市の情報公開条例の周知徹底を図るとともに、これに準じて適切な情 

報管理に努めている。公開請求等はない。 
大蔵海岸海峡広場 

大蔵海岸駐車場 

大蔵海岸公園 ＜個人情報保護＞ 

・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。 

＜情報公開＞ 

・情報セキュリティ管理・情報システム利用倫理基準等により教育を実 

施した。 （9月） 
明石駅前立体駐車場 

＜個人情報保護＞ 

・個人情報保護規則、社員就業規則を制定し、情報セキュリティ管理・ 

情報システム利用倫理基準等により教育を実施している。(9月) 

＜情報公開＞ 

・平日、祝日等の緊急その他連絡体制網を配布した。 

明石駅自転車駐車場 
＜個人情報保護＞ 

・個人情報保護法マニュアルに基づく注意事項に基づき、名簿関係等の 

取り扱いについて徹底した。 

＜情報公開＞ 

・平日、祝日等の緊急その他連絡体制網を配布した。 

西明石駅自転車駐車場 
＜個人情報保護＞ 

・個人情報保護法マニュアルに基づく注意事項に基づき、名簿関係等の 

取り扱いについて徹底した。 

＜情報公開＞ 

・市の情報公開条例の周知徹底を図るとともに、これに準じて適切な情 

報管理に努めている。公開請求等はない。 
石ヶ谷公園 

＜個人情報保護＞ 

・関係法令を遵守し、指定管理者としての責任を果たすよう、内部研修 

（４月）で周知している。 

＜情報公開＞ 

・市の情報公開条例の周知徹底を図るとともに、これに準じて適切な情 

報管理に努めている。公開請求等はない。 明石海浜公園 

魚住北公園 
＜個人情報保護＞ 

・マニュアルに基づいて対応。書類の持ち出し厳禁に努めている。
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＜情報公開＞ 

・市へ、指定管理者の事業計画提案書の公開請求があり、部分公開を実 

施した。 

・指定管理者に対する直接の公開請求等はない。 図書館 

西部図書館 ＜個人情報保護＞ 

・入社前研修としてビデオ、社内マニュアルを使って実施した。 

・マニュアル・テキスト等を作成し、9月に全職員を対象として、個人 

情報保護に関する研修を実施した。 

＜情報公開＞ 

・情報の取り扱いの徹底を図っている。 

夜間休日急病センター ＜個人情報保護＞ 

・従前から医療関係法令により守秘義務が徹底され、 適正に取り扱われ 

ている。 

＜情報公開＞ 

・市の情報公開条例の周知徹底を図るとともに、これに準じて適切な情 

報管理に努めている。公開請求等はない。 休日歯科急病センター 

兼障害者等歯科診療所 ＜個人情報保護＞ 

・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 

適正な取り扱いが行われている。 

＜情報公開＞ 

・市の情報公開条例の周知徹底を図るとともに、これに準じて適切な情 

報管理に努めている。公開請求等はない。 
高齢者ワークセンター 

＜個人情報保護＞ 

・指定管理者が定める個人情報保護の保護に関する規程に基づき厳正に 

取り扱っている。 

＜情報公開＞ 

・市の情報公開条例に準じた情報公開規程により対応している。 勤労福祉会館 

中高年齢労働者福祉セ 

ンター 

産業交流センター 

＜個人情報保護＞ 

・市の個人情報保護条例の規定の周知徹底を図るとともに、指定管理者 

の情報公開条例規程により、 個人情報がみだりに公開されないよう配 

慮を行っている。
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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 

市民会館 

中崎公会堂 

市民ホール 

西部市民会館 

〇 

｢安全管理ﾏﾆｭｱﾙ･ﾁｪ 

ｯｸﾘｽﾄ｣ 

｢非常災害時ﾏﾆｭｱﾙ｣ 

・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）を実施した。 

・市民救命士資格を９名が取得した。防火管理 

者資格を１名が取得した。 甲種防火管理者資 

格を再講習で１名が取得した。 

大蔵海岸海峡広場 

大蔵海岸駐車場 

大蔵海岸公園 

〇 
｢安全点検ﾘｽﾄ｣ 

｢危機管理ﾏﾆｭｱﾙ」 

・安全点検リスト及び危険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。 

明石駅前立体駐車場 〇 ｢安全点検ﾘｽﾄ｣ 
・緊急時連絡体制網に基づき、災害緊急時には 

速やかな出動体制が取れるよう努めている。 

明石駅自転車駐車場 〇 ｢安全点検ﾘｽﾄ｣ 

・緊急時の連絡網に基づく対応指示。 

・24時間、緊急センタ－による受付業務対応。 

災害等、緊急時は随時出動体制。 

西明石駅自転車駐車場 〇 ｢安全点検ﾘｽﾄ｣ 

・緊急時の連絡網に基づく対応指示。 

・24時間、緊急センタ－による受付業務対応。 

災害等、緊急時は随時出動体制。 

石ヶ谷公園 〇 
｢安全点検ﾘｽﾄ｣ 

｢危機管理ﾏﾆｭｱﾙ」 

・緊急連絡網を組織し、職員に周知徹底。 

・消防訓練を６月 16日に実施した。 

明石海浜公園 

魚住北公園 
〇 

｢安全点検ﾘｽﾄ｣ 

｢危機管理ﾏﾆｭｱﾙ」 

・事故の際の緊急連絡体制を整備。 

・プールの吸水口の事故を受けて点検、処置等 

の即時対応の徹底。（安全の再確認と監視員 

等スタッフへの指導が、 迅速かつ的確に行わ 

れ、安全管理体制が整っている） 

図書館 

西部図書館 
〇 

｢安全危機管理ﾏﾆｭｱ 

ﾙ｣

｢緊急時対策・防 

犯・防災対策ﾏﾆｭｱﾙ｣ 

・安全点検リスト、安全・危機管理マニュアル 

等を作成した。 

・消防訓練を本館は５月 31 日に、西部館は５ 

月 25日に実施した。 

・３月 20日に本館で市民救命士講習を実施し、 

25名が受講を終了した。 

夜間休日急病センター ○ ｢緊急対応表｣ 

・緊急対応表を作成し、従事者に周知を徹底し 

た。 

・消防訓練を１回実施した。 

休日歯科急病センター 

兼障害者等歯科診療所 
〇 ｢緊急時対応表｣ 

・診療時の緊急時対応表を修正し、５月の運営 

委員会で各委員に伝達し、再確認した。
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高齢者ワークセンター 〇 
｢安全点検ﾘｽﾄ｣ 

｢安全管理ﾏﾆｭｱﾙ」 

・・施設安全管理マニュアルを作成し安全管理に 

努めるとともに、 明石市立高齢者ワークセン 

ター防火管理要領を遵守し、消防訓練を 10 

月 18 日実施した。AED も設置済みであり、 

AED実演研修も消防訓練に併せ実施した。 

勤労福祉会館 

中高年齢労働者福祉セ 

ンター 

産業交流センター 

〇 
｢安全点検ﾘｽﾄ｣｢危 

機管理ﾏﾆｭｱﾙ｣ 

・施設ごとに、 新たに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。 

・産業交流センターでは、８月 15 日に事務局 

職員、施設管理会社、清掃会社社員で避難誘 

導訓練を消防訓練に併せ実施した。
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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 

市民会館 

中崎公会堂 

市民ホール 

西部市民会館 

文化施設課 ○ ○ ○ ○ 毎月実施 
週 1回 

程度 

前年度の 

10月末 

大蔵海岸海峡広場 海岸 ・治水課 ○ 

大蔵海岸駐車場 
放置自転車 

対策課 
○ 

大蔵海岸公園 公園課 ○ 

○ 
週 1回 

程度実施 
適宜 

前年度の 

8月末 

明石駅前立体駐車場 
放置自転車 

対策課 
○ ○ 毎月実施 適宜 

前年度の 

8月末 

明石駅自転車駐車場 
放置自転車 

対策課 
○ ○ 毎月実施 適宜 

前年度の 

8月末 

西明石駅自転車駐車場 
放置自転車 

対策課 
○ ○ 毎月実施 適宜 

前年度の 

8月末 

石ヶ谷公園 公園課 ○ ○ 毎月実施 適宜 
前年度の 

8月末 

明石海浜公園 

魚住北公園 
公園課 ○ ○ 毎月実施 適宜 

前年度の 

8月末 

図書館 

西部図書館 

社会教育推 

進課 
○ ○ 毎月実施 適宜 

前年度の 

8月末 

夜間休日急病センター 健康推進課 ○ ○ ○ 随時 適宜 
市指定の 

期日 

休日歯科急病センター 

兼障害者等歯科診療所 
健康推進課 ○ ○ 

上半期 

1回実施 
適宜 

市指定の 

期日 

高齢者ワークセンター 高年福祉課 ○ ○ 毎月実施 適宜 
前年度の 

8月末 

勤労福祉会館 

中高年齢労働者福祉セ 

ンター 

産業交流センター 

商工労政課 ○ ○ ○ 
月１回 

程度実施 
適宜 

前年度の 

3月末
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