
1 

行政評価（指定管理業務評価）の検証及び今後の取り組みについて（修正版） 

➣ 第１回明石市行政評価委員会において指定管理業務評価に関する審議を行った結果、 

評価項目の“経費の削減”については検討課題となっていた。 

➣ 事務局の対応について 

資料３ 

１ 事務局の考え方 

指定管理者制度の導入目的は、市の直営時と比較して、「市民サービスの向上」と 

「経費の削減」が図られたかどうかであり、それを評価してはどうか。制度を導入 

したとしても、市の直営時と比較して経費が下がっていなければ効果が出ていない 

と考える。 

２ 明石市行政評価委員会の主な意見 

○「市の指導・監督状況」、「市民サービスの向上」の２項目については、事後的な 

評価を実施する上で、直接的なサービスの受益者とその内容が特定できる内容とな 

っているが、一方、「経費の削減」については、指定管理者制度導入時の協定におい 

て既に決定している内容である。そして、 「経費の削減」効果という場合には、市に 

直接的なメリットが発生することが必要となるのではないか。 

○「経費の削減」を評価する場合の対象は、契約条件（指定管理条件）になるので 

あり、それに対して指定管理者がどれだけ努力したかであろう。協定締結時の指定 

管理条件における金額と、その業務内容が見合っているかどうかを評価するならば 

理解できる。 

○ 指定管理者制度自体は、単純な委託契約ではないということかもしれないが、契 

約的な側面は見逃せない。つまり、指定管理者の経費面について評価するならば、 

“契約（協定）で決められた内容が遵守できたかどうか、指定管理料の範囲内で業 

務が実施出来たか否か”の２段階評価しかあり得ないのではないか。 

３ 明石市行政評価委員会からの提案 

「経費の削減」に関する評価項目は削除し、「市の指導・監督状況」、「市民サービ 

スの向上」の項目から評価を実施してはどうか。 

明石市行政評価委員会という外部からの視点を最大限に生かし、評価をスムー 

ズに行うため、評価項目である「経費の削減」を削除する。 

また、委員が、「市の指導・監督状況」及び「市民サービスの向上」の２視点 

からの評価が行いやすいように、評価シート及び判定シートに修正を加えること 

とする。 

⇒ 指定管理業務評価の全体像について（Ｈ20 年度） 

２ページを参照



指定管理業務評価の全体像について（H20年度） 
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（参考）第１回行政評価委員会資料（修正箇所を二重線で表示） 

１ 実施結果の検証 

行政評価に関する明石市行政評価委員会（以下「委員会」という。）からの指摘や所管課に 

対するアンケート結果を踏まえ、平成 19年度行政評価の実施結果を検証するなかで浮かび上が 

ってきた問題点・課題を整理し、平成 20年度の評価実施に向けより効果的な評価制度となるよ 

う、次のとおり対応や評価方法の見直しを図る。 

⑴ 評価対象➣導入施設における初年度の実績に対し外部評価を実施 

問題点・課題 課題等への対応 
○外部評価では、導入初年度における実績を対象として 

全施設を評価することとし、それ以降は抽出した施設を重 

点的に評価してはどうか。（所管課） 

○制度導入施設への評価を毎年度実施していく方が望まし 

いが、実際には費用対効果の問題があり、所管課・行政改 

革課の事務負担と市民への説明責任の達成とのバランスを 

考慮すれば、すべての施設に対して毎年度外部評価を行う 

ことは現実的ではない。 

○全ての施設において所管課の評価（第１次評価）を毎年 

度に実施するものの、委員会による外部評価（第 2 次評価） 

については、市の指導・監督業務や指定管理者が行う管理 

運営業務の改善などにその評価結果を反映させる観点か 

ら、指定期間における一定の残存期間がある第 2 年度（評 

価対象は指定期間の第 1 年度の実績）時のみに、外部評価 

を同時に行う方法がより妥当であると考えられる。 

⑵ 評価項目➣市の指導・監督状況や制度の導入効果を評価項目に設定 

問題点・課題 課題等への対応 
○評価指定管理者が行う施設の管理運営業務を評価対 

象とするだけではなく、所管課による指導監督業務を評 

価の対象に加えること。（委員会） 

○施設の管理運営経費の削減など指定管理者制度の導 

入効果を検証すること。（委員会） 

○指定管理者が行う事業の収支状況に対する評価が困 

難であったこと。（委員会） 

○「収支状況」については、施設によって使用料収入の 

有無があり、全ての施設において評価項目とするのは適 

当ではない。（所管課） 

○平成 19 年度に実施した行政評価（指定管理業務評価）で 

は、指定管理業務だけではなく実質的に市の所管課に対す 

る評価や市民サービスの向上に対する評価まで踏み込ん 

でいたものの、それらは独立した評価項目として設定されて 

いなかった。「市の指導・監督状況」とともに、「市民サービス 

の向上」や「経費の削減」といった指定管理者制度の導入効 

果もあわせて新たに評価項目として設定する。 

○指定管理者が行う管理運営業務の詳細な履行確認（チェ 

ック）を、外部委員により短時間で実施することは困難であ 

り、また、日常的なチェック（モニタリング）は所管課が行って 

いることから、委員会においては所管課と同じ視点で評価す 

るのでなく、「市の指導・監督状況」・「市民サービスの向 

上」・「経費の削減」といった別の視点からの評価を実施する 

方が、外部評価としてはより妥当と考えられる。 

○指定管理者が行う公の施設の管理業務に係る出納関連 

の事務については、監査委員による監査が行われるため、 

監査と行政評価との役割を分担する観点から、収支状況の 

詳細なチェックは監査に委ねることとし、行政評価では事業 

収支のバランス（赤字かどうか）を評価するに止める。 

第①年度 

（指定期間が 3 年の場合） 

第②年度 

第③年度 

【評価の実施サイクル】 

内部評価 

外部評価 

第③年度 

指
定
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間

 

（評価の実施年度） （評価の内容） 
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⑶ 評価基準➣評価基準の見直し 

問題点・課題 課題等への対応 
○業務仕様書や事業計画書などに定められた水準以上 

の成果を、指定管理者に求めることが適切かどうかの検 

討が必要であること。（委員会） 

○「事業達成度」では、事業計画の水準を上回っているか 

どうかが評価基準となっていたが、仕様書・事業計画等に 

定められた範囲を超えるサービスを対価なく指定管理者 

に求めるのは困難であるため、基準の見直しが必要であ 

ること。（所管課） 

○平成 19 年度は、事業計画・協定書等で定められたとおり 

に管理運営業務が行われているかどうかに加えて、行われ 

ているとしてそれらの水準を上回っていたかどうかといった 

三段階で評価を進めてきた。協定どおりの実施を確認する 

ことが基本ではあるが、さらに指定管理者がどれだけ努力し 

たか、あるいは期待以上の業務が実施できていたかどうか 

などその業務の質や成果を評価する観点も必要であると考 

えられる。なお、評価項目の見直しを行ったことに伴い、こ 

の評価基準も見直した。 

⑷ ヒアリング➣十分な議論と意見交換のための再ヒアリングを実施 

問題点・課題 課題等への対応 
○不十分な理解のまま評価されているのではないかとい 

う、市(評価される側)の懸念がうかがえたこと。（委員会） 

○ヒアリング時間が短く、委員からの質問に対し十分な説 

明ができないこと。（所管課） 

○委員による再質問や委員と市職員との意見交換の場が 

必要であること。（所管課） 

○ヒアリングは評価を行う上で非常に重要であるため、内容 

を充実することとし、通常ヒアリング時間を延長（30 分→40 

分）するとともに、通常のヒアリング時間内では説明や質疑 

応答が十分でないと認められる場合、必要に応じ再ヒアリン 

グを実施する。（委員会が認めるとき・所管課が要求すると 

きなど） 

（通常ヒアリング） 
所管課による説明 10分 
質疑応答 20分 

計 30分 

見直し後 

（通常ヒアリング） 
所管課による説明 10分 
質疑応答 30分 

計 40分 

（再ヒアリング） 

所管課による説明・質疑応答 30分 

見直し前 

【見直し内容】 

（評価項目） 
①市の指導・監督状況 
②市民サービスの向上 
③経費の削減 

【見直し内容】 

所管課評価 
（第 1 次評価） 

（評価項目） 
①顧客満足度 
②事業達成度 
③収支状況 

（総合評価） 

①指定管理業務 

外部評価 
（第 2 次評価） 

（評価項目） 
①顧客満足度 
②事業達成度 
③収支状況 

（総合評価） 

①指定管理業務 
所管課評価 

（第 1 次評価） 

外部評価 
（第 2 次評価） 

（評価項目） 
①顧客満足度 
②事業達成度 
③収支状況 

（総合評価） 

①指定管理業務 

見
直

し
前

 
見

直
し

後
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⑸ 市職員による指導・監督能力➣外部評価の対象とするとともにマニュアルを整備 

問題点・課題 課題等への対応 
○指定管理者制度を維持していくには、所管課による 

定期的なチェックや指定管理者への適切な指導などが 

欠かせないため、市の担当職員の能力向上が必要で 

あること。（委員会） 

○指導・監督業務を外部評価の対象に含めること、管理マニュ 

アルを整備することやモニタリング研修などを実施することによ 

り、所管課職員による指導・監督業務の遂行能力の維持・向上 

を図る。 

⑹ 評価シート・判定シート➣評価調書等の簡素化 

問題点・課題 課題等への対応 
○評価シートは、制度の導入前後の実績が併記された 

様式となっていたが、評価作業の中で比較する時間が 

不足したこと。（委員会） 

○判定シートにおいて、評価するうえでの判断基準と 

なるチェックポイントの数が多いことや委員会では検証 

できないものもあったこと。（委員会） 

○評価シートは、指定管理者が作成する事業報告書と重複し 

ている部分もあったため、市の指導・監督状況や導入効果など 

を端的に把握できるよう、様式を一部見直した。あわせて、判 

定シートにおけるチェックポイントを絞込み、簡素化を図った。 

⑺ 施設の特性に応じた評価項目・基準等➣今後の検討課題 

問題点・課題 課題等への対応 
○施設の性質などに応じた評価基準を設ける工夫が 

必要であること。（委員会） 

○全施設で同一の評価項目を用いるのではなく、各施 

設の性質や管理運営状況に応じた評価項目を設定す 

ること。（所管課） 

○施設の性格上（救急医療施設）、利用者アンケートを 

実施していないため、「顧客満足度」の測定が困難で 

あったこと。（所管課） 

○施設の特性などに応じて施設を分類し、施設ごとに評価項 

目や評価基準などを設定することについては、一部の先進市 

に見られるが、当市のように導入施設の数が少ない場合、事 

務の負担と評価から得られる効果とのバランスを考慮すると、 

現段階では、そういった特性などに留意しつつ統一された評価 

項目や評価基準により評価を実施する方が現実的であると考 

えられる。今後、導入施設数の増加や評価を重ねていく中での 

検討課題とする。 

２ 今後の取り組みスケジュール 

平成20年度の指定管理業務に対する評価は、おおむね次のスケジュールにより実施し、指定 

管理業務評価に係る委員会を4回開催する。（事務事業評価を含めた委員会全体で13回の開催予 

定） 

３ 今後の取り組み内容 

⑴ 評価対象 

平成 20 年度行政評価（指定管理業務評価）は、平成 19年度に指定管理者制度を導入した 6 
施設（複数の施設について包括一体管理を行っている場合はグループとして評価）の 3 指定 

【平成 20 年度行政評価（指定管理業務評価）の実施スケジュール】 

実施段階 

評価方法の決定・ｽｹｼﾞｭｰﾙ調整・H19 評価の反映状況報告 

ヒアリング実施・外部評価意見のとりまとめ 

再ヒアリング実施 

外部評価結果の審議 

外部評価結果報告書作成・市長へ報告 

外部評価結果の公表・所管課へ外部評価結果の通知 

報告段階 

業務の改善などに反映 

改善状況などの公表 

議会報告 

改善段階 

5 月 

10 月 

11 月 

～ 

12 月 

12 月 

～3 月 

所管課説明会の開催 

第 1 回 

第 10 回 

第 11 回 

第 13 回 

準備段階 

※網掛け部分は委 

員会の所掌事務 

第 12 回
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管理業務（3 指定管理者・3所管課）を対象とする。平成 18 年度導入施設（21 施設）につい 

ては、前年度に評価を実施したため、評価対象から除外する。 

⑵ 評価方法 

上記１で見直した評価項目（市の指導・監督状況、市民サービスの向上、経費の削減）を 

新たに設定し、次に掲げる評価基準によりそれぞれ三段階（Ａ・Ｂ・Ｃ）で評価する。 

評価項目 評価基準 類型 内容 

Ａ 適切な指導・監督が大いに認められる 

Ｂ 適切な指導・監督が認められる 

市の指導・ 

監督状況 

施設の設置者として、指定管 

理者に対し適切な指導・監督 

ができているか 
Ｃ 

適切な指導・監督があまり認められない（改善 

指導等が必要） 

Ａ 市民サービスの向上が大いに認められる 

Ｂ 市民サービスの向上が認められる 

市民サービ 

スの向上 

指定管理者制度の導入後、 

市民サービスは向上している 

か 
Ｃ 

市民サービスの向上があまり認められない 

（市民サービスの向上の取り組みが必要） 
※ 評価項目である“経費の削減”に関する内容は削除している 

⑶ 所管課説明会の開催 

評価方法やスケジュール、ヒアリングの進め方など行政評価の取り組みについて、周知・ 

徹底を図るため所管課に対し説明会を行う。 

⑷ 外部評価の実施等 

① ヒアリングの実施 

評価対象施設（グループ） ・業務ごとに、委員が対象施設を担当する市の所管課に対し、 

評価シート・常任委員会資料・指定管理者事業報告書をもとに指定管理者に対する市の指 

導・監督状況及び制度の導入効果などについてのヒアリングを実施する。ヒアリングは、 

委員全員で3業務を1日間で実施する。１施設（グループ）につき原則40 分間とし、時間配 

分は所管課による説明を10分、質疑応答を30分程度で行う。 

② 外部評価意見の取りまとめ 

ヒアリング結果に基づき、対象業務の評価及びその理由（コメント）に関して委員全員 

による意見交換を行い、委員会としての総合評価を行う。なお、外部評価結果の確定前に 

おけるこの段階での評価は、暫定的な評価である。この評価結果（暫定）については、事 

務局より各所管課へ通知する。 

③ 再ヒアリングの実施 

上記１で見直したとおり、各所管課において委員会へ再説明の要求がある場合（暫定評 

価結果に対するものなど）、または事実確認などのため委員会においてその必要を認める 

場合、再ヒアリングを実施することとする。再ヒアリングは、1業務について30分で行う。 

④ 外部評価結果の確定 

ヒアリング（再ヒアリングを含む）の結果を踏まえ、対象業務の評価に関して「評価の 

ぶれ」がないかなど委員間で意見交換を行い、必要に応じて評価結果並びに委員会コメン 

トを見直し、全業務についての外部評価を確定する。 

⑤ 外部評価結果報告書の作成等 

平成20年度の外部評価実施結果について、実施した経過、総括コメント及び結果をまと 

めた報告書を委員会で作成し、市長へ結果報告する。 
※委員会の会議及びヒアリングは、原則として傍聴により公開で行う。



平成 20 年９月３日 

総務部行政改革課 
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⑸ 外部評価結果の公表等 

① 公表 

行政評価結果については、外部評価結果報告書の受領後すみやかに市ホームページ・広 

報あかしなどを通じて市民へ公表する。また、委員会の会議資料・議事録なども会議終了 

後ホームページに掲載する。 

② 市議会への報告 

外部評価結果について、行政改革課で一括して12月市会へ報告する。 

③ 評価結果の通知 

評価結果については、行政改革課から各所管課へ通知する。なお、いずれかの総合評価 

がＣ評価（改善指導等が必要）と判断された場合、所管課は指導・監督業務の改善や市民 

サービスの向上・経費の削減に向けてのさらなる取り組みを検討するよう努める。 

⑹ 業務の改善・公表等 

所管課は、上記⑸により改善等を行った内容を行政改革課へ報告することとし、改善等さ 

れた内容・その結果については市ホームページ等で公表する。(平成 21年 4月予定)



明石市立○○○センター 

○○部○○課 

1 指定管理者 

①指定管理者 

②事業期間 

③管理体制 

2 顧客満足度 

①アンケート調査 
の実施状況 

②アンケート調査 
の結果 

③利用者からの 
主な苦情とその 
対応等 

3 事業達成度 

(1) 事業・業務の実施状況 

①運営業務 

平成１９年度 

＜来館者アンケート（〇月～〇月実施）＞ 
・自主事業の入場者に、会場、職員の対応、公演内容等について、アンケートを実施。設問数 
〇。回答数約〇。 
＜貸館利用者アンケート（〇月実施）＞ 
・貸館の利用者に施設、職員の対応等について、アンケートを実施。設問数〇。回答数約〇。 

＜来館者アンケート＞ 
・会場全体・・・大変満足・満足〇％ 普通〇％ 
・職員の対応・・・大変満足・満足〇％ 普通〇％ 
・公演内容・・・大変満足・満足〇％ 普通〇％ 
＜貸館利用者アンケート＞ 
・施設全般・・・良い〇％ 普通〇％ 
・職員の対応・・・良い〇％ 普通〇％ 

・喫煙問題について、完全分煙を求める苦情があり、利用者サービス向上の一環として、喫煙室 
を設けた（〇月実施）。 

指定管理業務評価シート（例） 

・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、○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 
トイレの改修を実施するなど、努力していることは評価できる。 

・正社員〇人 
・正社員以外〇人 
(臨時社員〇人、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ〇人） 
・合計〇人 

平成１９年度実績 

○○○共同事業体 

平成１９年４月1日～平成２０年３月３１日 

施設名 

所管課名 

所管課コメント 

平成１９年度実績 

＜休館日、開館時間の柔軟な運用＞ 
・休館日である月曜日を利用者のニーズにあわせて開館 〇回実施 
・舞台の仕込みや撤去のために、開館時間（９：００～２２：００）を延長した。８：００開館 〇回 ２３： 
３０閉館 〇回 
＜〇〇〇センター活性化委員会の設置＞ 
・外部委員〇名、ホール担当者社員〇名、計〇名 〇回開催 
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②維持管理業務 

③自主事業 

④その他の業務 

(2) 施設等の利用状況 

①施設利用状況 

②その他の利用 
状況 

(3) その他 

①職員研修の実 
施状況 

②個人情報保護 
の対応状況 

③情報公開の実 
施状況 

④緊急時等への 
対応状況 

⑤その他 

・近隣住民と協力し、センター周辺での清掃活動（ゴミ拾い）を実施した。 
・休止状態にあった利便施設（レストラン）を開設した。 

平成１９年度実績 

＜友の会会員数＞ 
・会員数〇名（〇名増加） 

・計画どおり〇事業を実施した結果、全体の収支比率○％、入場率○％となった。 
＜実施済事業＞ 
・ミュージカル開催　 〇回〇名参加　（〇月〇日） 
・〇〇映画上映会 　〇名参加　（〇月〇日） 
・〇〇オーケストラ演奏会　〇名参加　（〇月〇日） 

・設備等の維持管理については、専門業者〇人及び委託業務の従事者〇人で、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、毎月実施した。 
・修繕業務においては、喫煙室を設置したりトイレの一部改修を行うなど、市民サービスの向上 
のための修繕を実施した。 

＜大・中ホール＞ 
・入場者数 目標〇万人 実績〇万人 
＜利用率（利用日数／開館日数）＞ 
・大ホール 目標〇％以上 実績〇％ 
・中ホール 目標〇％以上 実績〇％ 
＜利用件数＞ 
・大ホール〇件 
・中ホール〇件 

・法定の障害者雇用率〇㌫を達成している。 

・情報公開に関するガイドラインを作成し、全社員へ配布した（〇月）。 
・公開請求等はない。 

・安全点検リスト及び危機管理マニュアルを作成し、〇月に全社員への研修を実施した。 
・〇月〇日に、消防訓練を実施した。 
・具体的には、〇月〇日の地震発生により、１階の防火扉が１枚作動したが、社員が安全に誘導 
を行った。 

・　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。 
・　入場者数（○人）と利用率（○％）が、昨年度の実績を若干上まわっているが、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。 

平成１９年度実績 

・〇月〇日に、会議場担当者を対象として、委託業務に関する社員研修を実施した。 
・〇月に、全社員を対象として、個人情報保護に関する社員研修を実施した。 

所管課コメント 

・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（〇月）、取扱いについて徹底を 
図っている。 
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4 収支状況 

①収支状況 

②使用料等の収 
入状況 

5 所管課の評価（第一次評価） 

6 市の指導・監督状況 

①定期報告 

②実地調査・ミー 
ティング 

③利用者アン 
ケート、苦情・要 
望等への対応 

④翌年度の事業 
計画 

⑤その他

　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19年度において、指定管理者による適正な管理運営がなされていると判 
断する。
　今後とも、市の責任において適正かつ必要な指導、監督に努め、一層の利用者増やサービス 
向上のため、良好な管理・運営の継続と、有効な広報・営業活動などの取り組みを求めていく。

　指定管理者が実施したアンケートの調査結果の結果の報告を受け、○○業務の実施方法につ 
いて改善するよう指導した。また、施設所管課として、指定管理者の管理運営に関するアンケー 
ト調査を実施した結果を市民へ公表した。
　利用者からの苦情・要望等は、その対応結果と共に月報において報告させている。
　また市へ直接寄せられた苦情・要望等に関しては、指定管理者へ事実関係を確認の上、○○ 
を改善するよう、必要な指示を行った。

　翌年度の事業計画については、指定管理者と計○○回検討し、○月末までに提出させ確認し 
た。具体的に議論となったのは、・・・・・という点であり翌年度の事業計画に反映させた。 

平成１９年度実績 

評価項目 所 管 課 コ メ ン ト 

顧客満足度 

事業達成度 

・使用料収入　〇百万円 
○○工事を実施するため、〇月より○ホールの利用を停止した（工事期間は〇月まで）ため、昨 
年度と比べ減収である。 

平成１９年度実績 

・収入実績　〇百万円
　指定管理料
　使用料
　自主事業
　その他 

・支出実績　〇百万円
　人件費
　管理費
　負担金
　事業費
　その他 

所管課コメント 

収支状況 

・　収支状況については、適正に処理されている。

　日報、月報、四半期及び年度事業報告の実施について、指定管理者との協定書において義務 
付けている。
　日報においては、○○○などを重点的にチェックし必要な○○等の指示を行った。月報につい 
ては、業務履行確認表を用いて履行状況の確認を行い、必要な指導を行った。・・・・・・・。四半期 
の報告では、・・・・・・・。年度の事業報告では・・・・・。

　総合的な実施調査を年に○○回行った。○○業務に重点を置き調査し○○の改善を指示し 
た。その改善指示に対し再度履行確認をした。この随時に、市職員が現場に赴き簡単な業務の 
確認など年に○○回行った。
　ミーティングは、基本的に○○に行い、１月に○回、年に○回行った。ミーティング内容は 
○○、○○、○○を主な題材とし、１回のミーティング時間は○○時間とした。（指定管理者から 
の問題点や改善点の提案等に基づき、具体的に議論した内容を記載すること） 

○上記項目以外で、モニタリングとして指定管理者 
へ実施した内容について、具体的に記入する。 
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7 市民サービスの向上 

取り組みの内容 
（直営時代との比 
較） 

8 行政評価委員会の評価（第二次評価） 

評価基準 類型 

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

Ａ
　
Ｂ
　
Ｃ 

指定管理者制度の導入 
後、市民サービスは向上 
しているか 

Ａ
　
Ｂ
　
Ｃ 

（評価凡例） 

評価項目 類　型 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 適切な指導・監督があまり認められない（改善指導等が必要） 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

平成１９年度実績 

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

市の指導・監督状 
況 

内　　　容 

市民サービスの向 
上 

適切な指導・監督が大いに認められる 

適切な指導・監督が認められる 

市民サービスの向上が大いに認められる 

市民サービスの向上が認められる

　指定管理者による施設の管理運営に対して適切な指導・ 
監督を行っていると認められる。加えて、指定管理者とは別 
に独自に利用者アンケートを実施するなど管理運営に積極 
的に関与していることは評価できる。
　以上から適切な指導・監督が大いに認められたため、Ａ評 
価とした。

　市民サービスの向上では、自主事業の公演回数の増加や 
海外招聘オーケストラ・ジャズ、クラシックコンサートの開催な 
ど、利用促進に向けた取り組みがされており、利用者アン 
ケートにおいても、高い満足度を得ている。
　また、利用状況においても特に西部市民会館では大幅な 
伸びを示しており、当初の協定・事業計画で定められた以外 
の独自の取り組みも評価でき、利用促進につながっていると 
考えられる。
　以上から市民サービスの向上が大いに認められたため、Ａ 
評価とした。 

委　員　会　コ　　メ　　ン　　ト 

・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）。 
・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させた。 
・ホームページを開設し、情報提供の充実を図った。 
・アンケート結果から、自主事業公演の内容、職員の応対について直営時代よりも高い評価を得 
ている。 
・施設設備に関する利用者からの改善要請に対して、迅速に対応（トイレ改修の実施など）する 
よう努力していることは、高く評価できる。 

評価項目 

市の指導・監督状況 

市民サービスの向上 
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12 

施 設 名 評価者 委員 
指定管理者 

所 管 課 指定管理業務評価の判定シート（例） 

【判定基準及び評価】 
項目 評価基準 判断対象 チェックポイント（例示） 評価 評価理由 

市
の
指

導
・
監
督
状

況
 

施設の設置者とし 

て、指定管理者に対 

し適切な指導・監督 

ができているか 

主に、 評価シートや事 

業報告書等の内容か 

ら判断する。 

□ サービスが仕様書・事業計画等で定められた水準を充足しているか否 

かを確認しているか。（当初の事業計画と事業報告書で報告される業務 

の実施状況との整合性を確認しているか。） 

□ 指定管理者へ適切な改善指示等をしているか。また、その改善状況を 

現地で確認しているか。 

□ 安定的・継続的なサービスの提供のために、収支計画に沿って適正に 

執行されていることを確認しているか。 

□ 所管課が実施した指定管理業務に対する評価（第1次評価）は適切か。 

□ 「公の施設」としての施設の設置目的及び市の方針等をしっかり理解 

させた上で、運営させているか。 

□ 利用者からの直接の苦情等を把握した場合、 その結果を指定管理業務 

の改善に生かすべく、どのような対応を行ったか。 

□ 施設管理業務における安全・衛生管理対策、危機管理体制をどのよう 

に指導しているか。 

□ 利用者の個人情報保護の措置については、 どのように行わせているか 

（職員研修・書類の保管・適正な利用等） 。 

□ 指定管理者のアンケート調査の実施に関しては、 どのような指導を行 

っているか。 

□ 施設利用率の低下に対しては、どのような指導を行ったのか。 

□ ・・・・・・・・ 

項目 評価基準 判断対象 チェックポイント（例示） 評価 評価理由 

市
民

サ
ー

ビ
ス
の

向
上
 

指定管理者制度の導 

入後、市民サービス 

は向上しているか 

（直営時代との比 

較） 

主に、 評価シートや利 

用者アンケートの調 

査結果・市民 （利用者） 

から寄せられた意見 

等の内容から判断す 

る。 

□ 導入前と較べて開館時間の延長や開館日の増加があったか。 

□ 施設の設置目的に応じた効果的な自主事業などが展開され、 その効果 

があったか。 

□ 利用者の意見を把握し、 施設の利用者の増加や利便性を高めるための 

新たな取り組み（サービス）がなされ、その効果が得られているか。 

□ 利用者アンケート等の結果、施設利用者の満足が得られているか。 

□ 利用者からの苦情・要望等に対する対応が十分に行われたか。 

□ 利用者への情報提供が十分になされているか。 

□ 施設の利用が一部の利用者に偏った計画となっていないか。 

□ 障がい者・生活弱者等への配慮は適切になされているか。 

□ 指定管理者が行うべき修繕が計画的に実施され、 施設の快適性は向上 

しているか。 

□ 効率的な社員配置となっているか。 

□ 不適切な経費の削減をしていないか。 

□ ・・・・・・・・ 

【市の指導・監督状況】 

□A:適切な指導・監督が大い 
に認められる 

□B:適切な指導・監督が認め 
られる 

□C:適切な指導・監督があま 
り認められない（改善指 
導等が必要） 

【制度導入効果の評価例】 

□A 市民サービスの向上が大 
いに認められる 

□B 市民サービスの向上が認 
められる 

□C 市民サービス向上があま 
り認められない（市民サ 
ービス向上の取り組みが 
必要） 

↑Ａ・Ｂ・Ｃのいずれかをチ 

ェックして下さい。 

↑Ａ・Ｂ・Ｃのいずれかをチ 

ェックして下さい。
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