
平成２４年度第２回 芦屋市指定管理者選定委員会（市営住宅等）会議要旨 

 
日   時 平成２４年８月６日（木） １５：００～１７：３０ 
場   所 北館４階 教育委員会室 
出 席 者 委 員 長   朝沼    晃 

副委員長  津久井 進 
委   員  遠藤  尚秀 
       髙原 利栄子 
        山﨑 古都子 
市出席者  青田行政経営担当部長 
      岸田行政経営課長 

宮崎行政経営担当課長 
      宮本行政経営課主査 

林都市計画担当部長 
事 務 局  細井住宅課長 
      石本住宅課長補佐 
      坂惠住宅課主査 

事 務 局 都市環境部住宅課 
会議の公開 ■非 公 開 
傍 聴 者 数 ０人 
 
１ 会議次第 
（１）開会 
（２）議題 

応募状況等について 
   ・第１回委員会から応募受付までの状況及び応募者の概要について（報告） 
   ・「欠格事由」及び「経営状態等に懸念のある法人等の有無」ついて，事務局による事前審査

結果の確認（報告） 
   ・応募者と選定委員会委員との関係の有無等について（確認） 

審査方法について 
   ・書類審査のみによる選抜を行わないことについて（確認） 

・面接審査の要領（審議事項） 
・採点の方法（審議事項） 

（３）閉会 

 
２ 提出資料 
  資料１ 事業計画書（選定基準項目毎）一覧 
資料２ 応募者からの質問に対する回答及び補足資料 

  資料３ 芦屋市営住宅等指定管理者 採点表 
  資料４ 応募書類（写し） （会議後回収） 
  資料５ 市営住宅等市内位置図及び一覧表（視察時資料） 
 
３ 審議経過 
  開会 
・本会成立の確認。 
・採点方法等の詳細に関する審議と固有の法人情報を含むため非公開としているが,非公開の
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趣旨を損なわない範囲で会議要旨を後日公表することの確認。 
・配布資料の確認。 
・議事が前倒し終了した場合の，主な市営住宅等の現況視察案内。 

 
（委員長）   ご多忙のところ，そして猛暑のところ本委員会にご出席いただきありがとうござ

います。それでは，第２回委員会を始めさせていただきます。事務局より応募状況
について説明いただけますか。 

 
（事務局 細井）それでは応募状況について説明させていただきます。Ａ３横長の資料をご覧くだ

さい。左から右のページにかけて,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■と，今回応募のあった
順番に掲載しております。ご覧のとおりこの６社が応募されている状況です。 

        応募要領に基づき，欠格事項に該当するか否かの審査は事務局のほうで行ってお
ります。 
細かいところで言いますと，１社の申請印が印鑑登録の印影と違っておりました
が，本市契約検査課に提出済みの「印使用願」の印と同じであったため，問題ない
と判断いたしました。 
経営状態につきましては，事務局は会計の専門家ではありませんので，再精査を
お願いいたしますが，提出された財務諸表を見る限り，各社とも特別な状況にはな
いと考えています。 
また，「応募者が，本選定委員と直接，間接的に関係を有する」か否か，「選定委
員へ接触があったか否か」は，本委員会で確認いただけたらと存じます。 

 
（委員長）   ６社応募あったのですね。では「応募者が，本選定委員と直接，間接的に関係を

有する」か否かについて，選定委員の方々で関係のある方はおられませんか。 
 
       ＜全委員「なし」＞ 
 

また，応募者から選定委員へ接触があったなどの問題もありませんか。 
 

＜全委員「なし」＞ 
 

この問題については「特になし」という結果でございます。 
次に，先ほどの事務局報告について，ご質問や意見がありましたらお願いします。 

 
（委員長）   この事業計画書一覧は，字が小さく見難いですね。 
 
（事務局  細井）事務局としてプレゼンを受けた経験が少なく，ワードファイルでの提出だけを指

示したのですが，最近ではテキストだけではなく画像ファイルを貼り付けることが
一般的な中，見易さと提案のオリジナリティを活かすことの兼ね合いでいろいろ工
夫したのですが，どうしても見難くなってしまい申し訳ありません。 

 
（委員長）   確かに小さくて読みにくいですが，提出書類の本体があるので，各委員はそちら

で確認してくださればよいかと思います。 
        提出された資料のうち「応募者からの質問に対する回答及び補足資料」は，質問

の内容は，仕様部分についてが主なようですね。 
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（事務局 細井）はい。２０９件の照会は業務仕様についての内容が主なもので，一部は募集要項
や審査方法に関わる件もありますが，この委員会で審議いただく内容はなく，参考
資料としてお付けしております。 

 
（委員長）   何か資料の内容についてご質問があれば委員の方お願いします。 
        なければ，次に進みたいと思います。事務局からの説明をお願いします。 
 
（事務局  細井）では（２）審査方法についてです。 
        審議いただきたい１点目は，応募総数が６社でしたので，第１回委員会の審議内

容に基づき，書類審査段階による選抜は行わないことの確認と，２点目は面接審査
の要領について，直近で公募した美術博物館の方法を参考に事務局案をまとめまし
たので，その内容の審議をお願いしたいと存じます。 
内容的には，面接審査の参加者を３人以内とすること，審査時間は２０分として，
説明１０分・質疑応答１０分とすること,パワーポイントなどの使用と提出書類以
外の追加資料は認めない，プレゼンのプロの参加は認めないこととしています。 

 
（委員長）   応募数について，今回は６社という微妙な数となっております。５社を選抜の基

準と考えていたのですが，思い切って６社全部を面接し，そこで一括して採点する
という方向でよいかと思います。 
次に面接審査の要領ですが，先ほど事務局のほうから提案のあった出席者を３人
とする。審査時間は２０分として，説明１０分・質疑応答１０分とする。パワーポ
イントはなし，提出書類以外の追加資料は認めない。プレゼンのプロの参加は認め
ないという方法でよろしいでしょうか。 
 

       ＜委員賛同＞ 
 

（委員長）   これまで他の選定委員会でも，だいたい３人以内となってたんじゃないでしょう
かね，わたしの記憶では。 

 
（青田部長）  おっしゃるとおり,３人以内です。 
 
（委員長）   「３人以内」を踏襲したいと思います。審査時間ですが１社につき説明１０分・

質疑１０分の２０分，６社で２時間。何かご意見ございますか。 
 
（副委員長）  ２０分は賛成ですが，この説明１０分というのは，従来はどれくらい厳格にされ

てきたのでしょうか。 
 
（青田部長）  残り時間ということで，事務局で１分前にベルを鳴らし，１０分きっかりで説明

を終えていただくというのが，今までのやり方です。そうしないと特定の事業者だ
け長く説明するということになってしまいます。 
質疑のところは委員側の持ち時間ですので問題はありませんが，説明の１０分は
厳正に守っていただいております。 

 
（委員長）   他のこれまでの案件でそのようにしていましたね。 
 
（青田部長）  質疑では１０分を超えることがあったと思います。 
 
（委員長）   委員から確認のために質問があって，１０分を超えることがあっても仕方がない
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でしょうね。ただ，大幅に超えることはないようにしようと。 
 
（遠藤委員）  今回，ＪＶはないのですね。 
 
（事務局 細井）ありません。 
 
（遠藤委員）  合議体ですと，プレゼンで役割分担とかがあって結構時間を費やしたりしますが，

今回はないのですね。 
 
（青田部長）  追加資料やパワーポイントでの説明を認めないことでよろしいでしょうか。 
 
       ＜委員賛同＞ 
 
（青田部長）  面接のときだけ，関連企業から説明に長けた人が来て説明することがあってはい

けないと考えていますし，事前確認可能な提出書類と同じもので説明して頂きたい
と思います。不正が判明したら取り消すこととした方がよいかどうかも，ご審議い
ただきたいのですが。 

 
（委員長）   出向社員とかね。際限がないと思います。従業員だったり，資格があることの提

示をしていただくということでよいと思います。 
 
（青田部長）  社員章等を提示していただければよいですね。 
 
（委員長）   それだけはしていただきます。 
 
（副委員長）  これらの条件は，面接審査方法として，募集要項に掲載しておりましたでしょう

か。 
 
（事務局 細井）具体的な内容の記載ではなく，募集要項の４ページの「６(2)面接審査」の項目で，

本日の委員会で定めた内容によると明記しており，明日以降に各社へ連絡すること
で支障はないと考えています。 

 
（委員長）   面接審査の方法について，明記した文書を送ったほうが良いですね。 
 
（事務局 細井）そのようにいたします。内容は，ここまでで審議いただいた内容を送ります。 
 
（副委員長）  応募団体はそのあたりの認識は大丈夫でしょうか。 
 
（事務局 細井）事務局と同じ認識にあることは，間違いないと考えています。 
 
（山崎委員）  提出書類でパワーポイントを貼り付けている会社がありますよね。 
 
（事務局 細井）はい。 
 
（山崎委員）  その会社は当日パワーポイントで説明するつもりかもしれません。見易さの面と

かで。募集要項では使えないと書いておりましたでしょうか 
 
（事務局 細井）いいえ。書いておりませんけれど，全応募者出席の説明会のなかで審査要領の決
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定はこの第２回委員会の決定事項になることを伝えています。 
また，面接審査方法に関する質問が出されており，その回答において，面接の審
査方法についてはこちらの指定する方法としております。 

 
（副委員長）  質問事項１１５番に書いてありますね。 
 
（事務局 細井）説明会でも同じようにお伝えしております。 
 
（委員長）   採点の方法について何か意見，質問はありますでしょうか。 
 
（遠藤委員）  確認ですが，１社につき面接時間は説明・質疑応答の合計２０分，最長でも３０

分程度で行うと。そのとき，１社のプレゼンテーションが終わるごとに採点して，
採点したごとに採点を集めますか，それとも６社全部終えてそれから集計しますか。
６社でしたら短時間で集計できると思いますが。 

 
（事務局 細井）採点は各社ごとのシートに面接の都度記載いただき，６社全部の採点後に本採点

表に転記していただく方法を考えております。全６社のプレゼンを見たあとで，当
初の採点結果の補正の必要があれば，それを活かして本採点表を提出いただくとい
う考えです。 

 
（委員長）   ６社全部終えてから，事務局に集計していただく方法でよいと思いますがいかが

でしょうか。 
 

＜委員賛同＞ 
 
（遠藤委員）  一点確認ですが，５００点満点ですね。 
        仮に項目ごとの点数を比較すると，１０点配点の重点項目もあるが，最終はトー

タルの点数で採用するとルール決めすることで良いのでしょうか。集計の結果トー
タルではトップでも，項目毎にみると逆転している可能性はあり得るが。 

 
（青田部長）  ここの項目の配点の優劣を外すのはダメだというのは一つの考えであって，選定

委員会において審議していただきたい内容となります。 
 
（委員長）   ５００満点でトータルの点数でもって決定する，ということは原則ですが，トー

タル点と項目毎の点数とで，アンバランスが起きた場合はどうしましょうか。 
 
（事務局 細井）事務局からですが，１０点配点の項目は重点を置いているところですので，採点

後の検証はお願いしたいと思っています。もちろん本委員会での決められるべきこ
とだとも考えております。 

 
（委員長）   難しいところですね。何かご意見ありますでしょうか。 
 
（事務局 細井）基本的に，全部の項目で逆転することはないと思いますので，トータルの得点が

高得点のところが候補となるのが良いかと思います。その上で各項目の得点状況も
見られるようにします。 

 
（山崎委員）  １０点配点のところが高い点数でないのに総計でトップになることはありうると

思います。１０点配点のところは芦屋市が重視している項目で，ここができていな
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いのにトータルでトップだから第一候補となるのは不合理な気がします。 
実際に皆が採点して，集計してみないと，ふたを開けてみないと分からない。 

 
（青田部長）  １０点配点の項目は重みをつけている項目ですが，それで逆転は難しいと思いま

す。 
確かに，あり得ないことはない中で，トータルの点数だけで判断するという考え
が，今までの選定委員会で重みを持ってきたことは，これまで実施してきたとおり
です。 

 
（委員長）   もし本当に極端な例が出て，各委員全員がこれは由々しき事態ということがあっ

たらどうか。 
        その場合でも，いったん集計した採点自体は変えないこととします。 

仮の第一候補者と仮の次点候補者について，１０点配点の項目だけで合計した結
果を確認し，仮に逆転が起こった場合でも，トータルの点数を優先し，第一候補者
を候補者としてするということが原則だと思います。 
トータルの点数で決定するということで良いかと思います。 

 
＜委員賛同＞ 

 
（委員長）   全ての議事が終了したので，これで閉会とします。後の日程は「現地視察」です

ので，これをもって，進行を事務局へお返しします。各委員におかれましては，円
滑な会議進行にご協力いただきありがとうございました。 

 
本日審議された，面接方法を応募団体に連絡すること，各委員の提出書類閲覧の日程調整と次回
開催日程を確認し閉会。 
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