
 1 / 5

平成３０年度 第２回芦屋市指定管理者選定・評価委員会 

（自転車駐車場）会議録 

日   時 平成３０年６月２５日（月） １９：００～２０：３０ 

場   所 芦屋市役所東館３階 小会議室４・５ 

出 席 者 委 員 長 髙原 利栄子 

副委員長 三谷 哲雄 

委  員 小市 裕之 

委  員 豊田 孝二 

委  員 林 茂晴 

市出席者  企画部主幹（施設政策担当課長）島津 久夫 

      政策推進課 係長 濱口 利幸 

      政策推進課 係員 岡本 将太 

事 務 局  都市建設部 部長 辻 正彦 

建設総務課 課長 谷﨑 美穂 

      建設総務課 係長 山本 かつみ 

      建設総務課 係員 後藤 佳津也 

事 務 局 都市建設部建設総務課 

会議の公開 ■非 公 開 

会議の冒頭に諮り，出席者５人中５人の賛成多数により決定した。 

〔芦屋市情報公開条例第１９条の規定により非公開・一部公開は出席者の３

分の２以上の賛成が必要〕 

＜非公開・一部公開とした場合の理由＞ 

公開することで，募集内容，審査要領，選定基準を，特定の法人が早く知る

ことにより，有利となる可能性があり，また公平・公正な競争が損なわれる

恐れがあるため。 

傍聴者数 なし 

１ 会議次第 

 (1) 開会 

 (2) 会議運営に関する説明等 

(3) 報告事項 

  ア 第１回指定管理者選定・評価委員会後の修正について 

  イ 応募状況 

  ウ 質問及びその回答 

(4) 議題 

ア 第一次選考（書類審査）について 

 （欠格事項・大規模修繕積立金３０００万円未満の法人の確認） 

イ 面接審査の実施方法について 



 2 / 5

ウ その他 

(5) 次回の委員会日程について 

 (6) 閉会 

２ 提出資料 

資料１ 委員名簿 

資料２ 募集要項 

資料３ 業務仕様書 

資料４ 審査要領 

資料５ 選定基準 

資料６ 応募法人一覧 

資料７ 質問及び回答一覧 

資料８ 面接審査の実施方法について（案） 

資料９ 指定管理者外部評価表・議事録 

応募書類一式 

３ 審議経過 

 (1) 開会 

（事務局・山本） ただ今より第２回選定・評価委員会を開催します。進行は髙原委員長に

お願いします。 

 (2) 会議運営に関する説明等 

（髙原委員長）  本日の委員会の成立について報告をお願いします。 

（事務局・山本） 委員定数５人中５名が出席しており，過半数の出席があるため本員会は

成立しています。 

（髙原委員長）  本委員会の公開・非公開についてお諮りします。 

（事務局・山本） 芦屋市情報公開条例で附属機関の行う会議は原則公開と定められており

ます。ただし，芦屋市情報公開条例第１９条により，非公開情報が含ま

れる事項の審議や公開することにより会議の構成または円滑な運営に著

しい支障が生ずると認められる場合につきましては，出席者の３分の２

以上の賛成があれば公開しないことができることとなっております。本

日の審議におきましては，公開することで，募集内容，審査要領，配点

の記載がある選定基準を，特定の法人が早く知ることにより，有利とな

る可能性があり，また公平・公正な競争が損なわれる恐れがあるため，

非公開とすべきと考えております。 

（髙原委員長）  事務局から説明がありましたが，会議を非公開とすることに異議はござ

いますか。 

----- 異議なしの声 ----- 
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（髙原委員長）  それでは，会議を非公開に決定します。 

         次に，議事録の取り扱いについて，事務局から説明をお願いします。 

（事務局・山本） 議事録の公開につきましては，非公開の会議であっても，発言者名を含

め，非公開の趣旨を損なわない範囲で公開すべき，とされているところ

ですので，そのように取り扱いたいと考えております。 

（髙原委員長）  ただいま事務局から説明がありましたが，質問・意見はございますか。 

----- 異議なしの声 ----- 

（髙原委員長）  それでは，議事録の取扱いにつきましては，発言者名を含め，「非公開の

趣旨を損なわない範囲で公開」とさせていただきます。 

（髙原委員長）  次に，応募法人等，各委員との利害関係について事務局から報告をお願

いします。 

（事務局・山本） ６月１日の募集締め切り後，各委員に対し応募法人との利害関係の有無

についてメールで確認を行いました。６月１２日現在，どなたも利害関

係は認められなかったので，委員の交代はございません。 

（髙原委員長）  応募法人との利害関係が無いとの報告ですが，委員の皆様，その後，応

募法人からの接触等はございませんか。 

----- なしの声 ----- 

（髙原委員長）  特にないということを確認しました。 

 (3) 報告事項 

（髙原委員長）  次に事務局からの報告をお願いします。 

  ア 第１回指定管理者選定・評価委員会後の修正について 

（事務局・谷﨑） 修正箇所の説明 

イ 応募状況 

（事務局・谷﨑） 応募状況の説明 

 ウ 質問及びその回答 

（事務局・谷﨑） 質問及びその回答の説明 
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(4) 協議事項 

 ア 第一次選考（書類審査）について 

（欠格事項・大規模修繕積立金３０００万円未満の法人の確認） 

（髙原委員長）  それでは，協議事項に移ります。まず，「ア 第一次選考（書類審査）に

ついて」事務局から説明をお願いします。 

（事務局・谷﨑） 「ア 第一次選考（書類審査）」について説明 

（髙原委員長）  ただいまのご説明に対しまして，質問はございますか。経営状態や管理

運営について懸念のある法人がございましたら，ご意見を頂きたいとお

もいますがいかがでしょうか。 

（小市委員）   管理運営については判断ができかねる点もありますが，経営状態に関し

ては，決算書を見る限り特に問題を感じるところはございません。 

（髙原委員長）  その他ご意見はありますか。 

----- なしの声 ----- 

（髙原委員長）  それでは，第１次選考，書類審査の結果といたしまして，除外される法

人等はないといたしますがよろしいでしょうか。 

----- はいの声 ----- 

（髙原委員長）  それでは，なしということで進めます。次に，「イ 面接審査の実施方法」

について，事務局からご説明をお願いします。 

（事務局・後藤） 「イ 面接審査の実施方法」について説明 

（髙原委員長）  ただいまの説明に関しまして，ご質問はございますか。 

（三谷委員）   発表者３名以内としていますが，連合体でも３名以内ですか。 

（事務局・島津） ３名以内です。 

（三谷委員）   パワーポイント指定ですか。 

（事務局）    パワーポイント以外でも構いません。 

（三谷委員）   パワーポイントの場合，上手く表示されないこともあるので，持ち込み

のパソコンの使用を認めてはどうでしょうか。データを事前に持ち込む

のは構わないと思います。 

（事務局）    事業提案書に記載していない内容を発表することは認めていませんので，

確認のために，データを事前に提出していただきたいと考えております。

機材についても持ち込みを認める内容に変更したいと思います。 

（髙原委員長）  続きまして「ウ その他」について，事務局から説明をお願いします。 

（事務局）    「ウ その他」について説明 

----- 質疑応答 ----- 
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（林委員）    面接時に，こちらが質問を行い応募者が答えられない場合，回答は後日

まで待つのか。 

（事務局）    その場で回答していただきます。 

----- 質疑応答 ----- 

（髙原委員長）  他に採点基準や面接の方法についてご質問はございませんか。 

----- なし ----- 

（髙原委員長）  ご質問ございませんので，次回の日程について事務局から説明をお願い

します。 

（事務局）    第３回委員会は７月６日（金）１５：００～芦屋市役所消防庁舎３階多

目的ホールで開催します。 

（髙原委員長）  本日の議題は全て終了しました。これにて委員会は閉会といたします。

皆様お疲れさまでした。 


