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平成２４年度第３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１６日（木） １３：００～１７：３０ 

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 

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 

      松本住宅課主事 

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 

面接審査に先立つ確認内容 

面接審査及び仮採点 

本採点及び候補者の決定 

 

（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 応募書類（写し）（会議後回収） 

  資料３ 芦屋市営住宅等指定管理者 仮採点表 

  資料４ 芦屋市営住宅等指定管理者 本採点表 

 

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

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。 

・配布資料及び進行方法の確認。 

 

（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３回委員会を始めさせていただきます。 

 



2/20 

（事務局 細井）それでは■■■■■■■■■■■■Ａ応募者から，説明をお願いします。 

 

 説 明    事業計画と指定管理料について説明いたします。私ども■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■の団体です。これまで■■■■住宅を専

門事業としてまいりましたが，セーフティネットを担うということで公営住宅の管

理を行うこととなりました，■■■■住宅と公営住宅は似ているところがございま

す。４０年にわたって１４万戸の管理をしてまいりました。当■■のノウハウを芦

屋市営住宅の管理に生かすことができると考えております。管理体制については現

地体制６名で対応してまいります。個人保護については，芦屋市個人情報保護条例

等関係法令を遵守します。また，災害時は個人情報保護の趣旨を踏まえ，例えば救

急隊への負傷者の個人情報を提供すること等，安否確認等について柔軟に取り扱い

ます。 

次にセルフモニタリングにつきましては，監事による監事監査や職員による管理

事務所の業務指導を年２回予定しており，入居者サービスが適切か，関係書類が適

切に処理されているか等の確認を行い，適正な事務処理を実現いたします。 

        住宅使用料等の徴収については，これは市営住宅に限りませんが，滞納者個々の

事情の把握を行い，それによる現実的な取り組みを行うこと。二つ目は滞納期間が

短いうち滞納を解消するためにも，時間外や休日であっても相手方の在宅時に訪問

するなど地道な取り組みが大事だと思っています。 

        次に建物設備の修繕及び保守点検については金額に応じた契約方法により，一般

競争入札等で透明性・競争性を担保した発注を行います。小額修繕等であっても見

積もりあわせを行い，適正な発注を行います。 

        また，退去後の空き家補修については，２週間以内に完了するよう地元業者との

関係を構築します。 

        自治会への対応については，建物施設の修繕箇所の早期発見やトラブルの顕在

化・深刻化を未然に防ぐためには，自治会との信頼関係を構築し補修箇所の通報や

団地内の状況を教えていただくことにより，快適な環境の実現に加え管理コストの

抑制にも大きく寄与すると考えております。 

        最後の指定管理料について説明させていただきます。わたくしどもが必要とする

指定管理料は■■■■■■■円となっております。個別の内訳につきましては人件

費は全員が専従常勤で，社会保険料と賞与４か月分を含んでおります。設備等維持

管理費については,エレベーターなどの保守点検業務,受水槽の清掃，樹木の剪定等

がございます。一般補修費については，年度で大きな差異が出ておりますので３年

間の平均とさせていただきました。その他管理費については陽光町駐車場等の電気

代でございます。事務費については，市役所のスペースをお借りする庁舎使用料，

職員に対して貸与する被服費，ガソリン代，印刷代，消耗品費，そういった細かい

ものを積算したものでございます。 

        最後になりますが，わたくしどもが指定管理業者に選ばれた場合は必ず芦屋市営

住宅等の入居者の皆様に喜ばれるような管理を実現してまいります。 

 

（委員長）   引き続き各委員のほうから質問いたします。 

 

（副委員長）  ■■■■住宅と一般の公営住宅の現時点のシェア，どういう割合を教えてくださ

い。また両者の違いはどういう点でしょうか？ 

 

回 答    この３月までは■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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■■■■■■■■■■。管理実績は■■■■■■■■■■■他はゼロでございます

が，両者に大きな違いはないと考えております。芦屋市営住宅は戸建のものや２階

建てのものがございますが，■■■■住宅の場合はＲＣ造４階建以上しかございま

せん。戸建を管理するというところと共同住宅の管理しかしないという面では，建

物の構造上の違いはあると思います。 

 

（遠藤委員）  住民のコミュニティや自治会活動の支援というところで，ひとりひとりに声掛け，

とありますが，具体的に地域社会との連携はどのような仕掛けを考えておられるか，

あるいは頻度とお考えでしょうか。もう少し具体的にお願いします。 

         

 回 答    週に１回は必ず各団地を巡回します。週に１回でも足りないと考えておりますの

で，管理人さんや，地域のキーマンのような方や自治会との連携を取っていきます。 

 

（山崎委員）  指定管理料で特に工夫したことは何ですか。 

 

 回 答    例えば郵送料等について何回ほど督促が必要か，個人情報がいっぱい入っている

ものでありますからそういったものをどういう形で郵送するかなどを考えたうえ

で積算しました。 

 

（副委員長）  今の点に関連して。計算の仕方によるとは思うのですが，わたしから見ると一般

の事務費の全体に占める割合が高い気がするのでお尋ねするのですが,算出するに

あたって悩まれた事項とかありますか？ 

 

 回 答    現実に芦屋市営住宅の指定管理を取った場合の職員の転勤にかかる赴任手当てや，

アパートの借上げ費用も含まれています。加えて今年度の引継ぎ期間のコストも入

っています。今年度で１０００万円超程度のコストを見込んでいます。５年で割っ

て年２００万円の計算になります。 

 

（委員長）   阪神間の営業拠点である大阪支社のスタッフは何人ですか。 

 

 回 答    １７名です。 

 

（遠藤委員）  人件費は正規職員ということですが，コストだけ見ますと派遣社員を雇ったほう

が安いのではないかと思うのですが，あえてされないのか，そこにはなにかポリシ

ーがおありなのでしょうか。 

 

 回 答    先ほどの説明で誤解が生じていたら申し訳ありません。正規は所長と住宅管理課

長の２名でございます。嘱託職員は巡回，修繕担当です。巡回，修繕は非常にミソ

だと思っておりまして，いわゆる経験のない方がやるのは難しいと思います。今経

験がある方が引き継いで業務についてもらうと考えています 

 

（遠藤委員）  ３０歳代，４０歳代ではなく，５０歳代，６０歳代と書いているのはその辺の思

いがあってのことですか。 

 

 回 答    はい。人生経験がある程度豊富なほうが，自治会等コミュニティ活動等にマッチ

できるんじゃないかという判断です。 

 

（委員長）   ■■■■住宅の管理をずっとされてきたとのことですが，公営住宅の管理と内容



4/20 

はほとんど同じなのでしょうか。公営住宅と■■■■住宅との違いはあるのでしょ

うか。 

 

 回 答    あります。契約形態が定期借家契約で契約期間が２年と限られておりますが市営

住宅はそのような契約になっておりません。収入申告は■■■■住宅にはございま

せん。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■そうしますと，わたくしどもの物件になりますので，わた

くしどもから督促したり，契約解除を自らやっております。 

 

（委員長）    緊急時の連絡体制は，２４時間対応できる体制になっているのでしょうか。 

 

 回 答    連絡先を管理人に教えておきます。突発的な修繕も想定されますので，地元の業

者さんと連携させていただいて，修繕担当は３つ４つの携帯電話番号を入居者の

方々に教えています。 

 

（委員長）   組織として２４時間体制のコールセンター等をもっているのではない？ 

 

 回 答    ないです。現場が動けなければどうしようもないと考えておりますので，今回の

ような案を出させていただいております。 

 

（山崎委員）  芦屋市の公営住宅は高齢者が非常に多い。高齢者の生活支援や緊急対応について

はどのようにお考えでしょうか。 

 

 回 答    ■■■■住宅には長期間住んでおられる方が多くおられます。■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■２年間を契約期間として運用しておりますが，実際は長く住んでいただいてい

る。７０歳，８０歳になられた方々が数多くおられますので，その方々に自治会の

役員となっていただいたり，中には配偶者が亡くなられたりとか子供さんが独立さ

れたりしておりまして，その構造は芦屋市営住宅等と共通しているのではないかと

思っております。福祉との連携，住居と生活ということをやっていこうとしており

ますが，具体的にどういった事業をやっていこうというところまではいっておりま

せんで，事業を立てて皆様とやって行きたいと考えております 

 

（副委員長）  事業概要に調査研究事業というのがありますが，そういった研究機関があるので

しょうか。 

 

 回 答    いえ，研究機関をもっているわけではなく，■■■■■■■にお願いをしてそこ

から若い研究者に来ていただいて，ディスカッションしています。 

 

（委員長）   ありがとうございました,ではこれで質疑を終了します。お疲れ様でした。 

 

（事務局 細井）それでは株式会社東急コミュニティーから，説明をお願いします。 

 

説 明    当社のアピールポイントを２点説明させていただきます。１点目は当社の管理組

織体制について，２点目はひとり暮らし高齢者の孤独死対策についてでございます 

        まず１点目の当社の管理体制について説明いたします。当社は昭和４５年の設立

以来住宅管理のリーディングカンパニーとして事業を展開しております。集合住宅

の管理実績は約６千件，３８万戸となっております。公営住宅は１５契約７万８千
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戸の管理をしております。そのうち関西では６契約６万５千戸の管理を実施してお

ります。具体的には神戸市，奈良県，尼崎市，大阪府３地区であります。公営住宅

管理センターを組織しております。公共住宅管理センターの職員は経験豊富で有資

格者も多数在籍しております。芦屋市営住宅の指定管理においてもこのセンターが

統括し，芦屋市営住宅等管理センターをさまざまな側面からバックアップいたしま

す。芦屋市営住宅等管理センターに常駐する総括責任者は，管理経験が豊富な人材

を配置し，総括責任者を始め合計７人の人員を常駐専属で配置します。責任者は基

本的には５年間異動なしで腰をすえて業務を担当し，全力で業務にあたります。芦

屋の管理数においても他市の従事者とともに研修を行ってスキルの向上を常に図

っていきます。当社はこのようなシステムが完成されており，常に人材を育成する

ことで継続的かつ安定的な人材の確保が可能となります。管理運営を行うのは人で

ございます。当社はその人を育成し，安定した質の高いサービスを提供することに

最も重点を置いております。この当社のこだわりが芦屋市の住宅施策のさらなる向

上を市営住宅等の入居者が引き続き安心して入居していただけると考えておりま

す。 

        アピールポイントの２点目，一人暮らしの孤独死対策についてでございます。当

社の足し指定管理団地での取り組みを説明させていただきます。ある団地で孤独死

が多発し問題となっていたことから，行政の支援を受け地域の自治会，や福祉協議

会，指定管理者等がメンバーとなって連絡会を設立し，地域や入居者によるめくば

り・気配り・思いやりを促進することにより，ひとり暮らしの高齢者を孤立させな

い地域づくりを目指して活動しております。当社は指定管理者の立場でメンバーの

一員となり，一時的ではありますが，孤独死がゼロ件まで改善されました。以後残

念ながら孤独死が発生しましたが，当初は死後から発見まで３～４週間程度かかっ

ていたものが，死後２～３日で発見に繋がる成果も出ております。このような実績

を芦屋市営住宅等指定管理業務においても積極的に活用し，孤独死を防ぐ取り組み

を実施してまいります。 

        以上２点が当社のアピールポイントであり，芦屋市指定管理者として実現したい

ことでございます。最後にわれわれの熱意についてお話させてください。当社は入

居者の高齢化に対するホスピタリティ精神あふれる対応を行います。具体的には従

業員に対し,厚生労働省が推奨する｢認知症サポーター｣の養成講習会を開催してお

ります。この認知症サポーターは，認知症の方に対する対応を具体的に示したもの

で，高齢者の方への対応についても非常に合致するものであります。本指定管理業

務に従事するスタッフ全員この講習会を受講したものを配置します。また，建物を

適切に維持管理し，市営住宅等を快適で安全な住空間であることを保ち続けます。

当社はこのようなスキルを持ち，さまざまなノウハウを十分に発揮できる人材を活

用して入居者の皆様に快適な生活ができるようサービスを提供することをお約束

します。当社は芦屋市営住宅等指定管理を通じて入居者サービスの向上を芦屋市の

市営住宅等施策の更なる向上に寄与できると考えております。 

 

（委員長）   引き続き各委員のほうから質問いたします。 

 

（副委員長）  人員体制について，バックアップ体制についてお伺いします。７名の中に有資格

者をあてたい，バックアップ体制にあたるとのことですがそのあたりのことをお聞

きしたい。２つめは５年間異動なしという意味では最初の選定が大事なんだろうと

思うのですが，経験者だとか総括責任者というのは既に公営住宅の管理をされてい

た方をあてる予定などのプランがあれば教えてください。 

  

回 答    資格としてセンターで勤務するものと致しましては，共同住宅の管理の事務的な
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資格ということで管理業務責任者，または宅地建物取引主任者の資格取得者も想定

しております。技術系の職員については複数の資格を持つ者の配置を考えておりま

す。まだ具体的な選考までには至っておりませんが，複数資格を持ったものを配置

したいと考えております。総括責任者は個人情報保護管理者の資格を有しておりま

す。公営住宅管理センターの中には一級建築士も数多く在籍しております。公共住

宅管理センターで６契約いたしておりますけれども，その中で責任者クラスを芦屋

市の総括責任者として配置することを考えております。といいますのも，ここはや

はり経験が何よりも必要であると考えております。 

 

（副委員長）  異動は５年間ないとのことですが，統括責任はどうなのでしょうか。 

  

回 答    プランはあります。副責任者クラスをこのたび芦屋市の責任者として着任させた

いと思っております。経験が大事であると考えており，他の自治体も異動のことは

重視されております。その他の技術系スタッフについても経験者をできれば異動さ

せて円滑に業務がスタートできるよう配置を考えてまいります。 

 

（遠藤委員）  ７名の中１名が２０歳代で繁忙期６ヶ月だけというのはどういうお考えでしょう

か。 

  

回 答    収入認定の業務がございまして，その時期の６ヶ月間が繁忙期となるので，そこ

を想定しており，今のプランでは７名ということでございます。この人数でスター

トが可能かどうかは引継ぎの中で判断していきます。そのために専門組織の公共住

宅管理センターを置いております。 

 

（山崎委員）  東京の会社ですが職員の異動はさせるのですか。採用は全国からですか。 

  

回 答    関西事業部は関西出身です。本社は東京ですがわたし自身も関西でここ２０何年

間にわたり仕事をしております。公共住宅管理センターの上部が関西事業部であり

ましてその中で総務，経理等ありましてその中で関西での採用となります。独立的

な支社的な考え方をしていただければと思います。 

 

（委員長）   苦情については専門のセンターのようなものがあるのでしょうか。 

 

 回 答    専門のセンターはありません。昼間は管理センター，夜間はコールセンターで受

け付けます。緊急の場合は夜間でも２４時間対応しております。 

 

（委員長）   そういうスタッフは配置しており，組織として出来上がっているということです

か？ 

 

 回 答    できあがっております。他の１５契約についてもそういう体制でやっております。 

 

（山崎委員）  孤独死については，どのように定義していますか。定義によっては孤立死ゼロを

実現できるのかなと思いまして。 

  

回 答    ひとりで住居内で，誰にも看取られることなく亡くなって数日後に発見されるこ

とと思っております。２～３週間でも孤独死ですし，２～３日でも孤独死ですがな

るべく発見されるまでの期間を短くすることが重要と考えております。一例では，

ある団地では自治会，民生委員，福祉団体と協力し，回覧委員さんというかたが，
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郵便受けのチラシや新聞などのたまり具合や洗濯物が干しっぱなしになっていな

いかなど注意をして，何かあればセンターに連絡いただくと。孤立死をゼロにする

のは不可能ですが発見までの期間を短くすることが大事と思っております。 

 

（山崎委員）  実績があるわけですか。 

  

回 答    この４月から大阪府営住宅で提案させていただいて，既に自治会とタイアップし

ています。わたくしどもネットワークの大切さは十分認識しております。そしてそ

の眼がどれくらいあるかということです。入居者の方の意識を変えていきたい。一

番重要なことは指定管理者だけで全部できるわけではないということです。近隣に

異変があったら判るような江戸時代の長屋のようなコミュニティになるように，入

居者のコミュニティ形成の意識を変えたい。近隣を気にするようになりましょうと。 

 

（山崎委員）  効果は上がりましたか？ 

  

回 答    横浜市営住宅で効果がありました。 

 

（山崎委員）  横浜市以外では？ 

  

回 答    他でもあります。大阪府でも提案させていただいたり，もちろん拒否される方も

おられますし，その場合は我々も根気よく取り組んでいるところです。 

 

（委員長）   一方で自治会が高齢化し，活性化していない。どこでも状況は同じだと思います

が，自治会が弱体化していることに対して，そういった団地に対してコミュニティ

形成について，何か考えておられますか？ 

 

 回 答    事例になりますが，先ほどの回覧委員さんとか。あとは自治会の方による太極拳

教室やイベントごとを仕掛けて入居者の方のノウハウを生かして，イベントをする

側の楽しみも生かして，仲間意識を醸成させたい。 

        もちろんイベントを仕掛けても乗ってこられない方もおられます。そういった方

に今やっているのは，現実に困っている違法駐車の取締りをとおしてミュニティを

作ったこともあります。何もかもイベントでするわけでなく，業務のちょっと延長

上の内容でも，少しずつ実現して行けたらと思います。 

 

（委員長）   ではこれで質疑を終了します。お疲れ様でした。 

 

（事務局 細井）３番目は日本管財株式会社から，説明をお願いします。 

 

説 明    それでは事業計画書に基づき説明いたします。まず「芦屋市の特性に合致した経

営目標の設定」ですが，当社が蓄積してきた住宅管理に関するノウハウと，公共施

設管理運営の実績を生かし公正・公平な管理運営とサービスの向上を目指した事業

計画をご提案いたします。すべての入居者に満足して生活していただけるようハー

ドとソフト両面からのアプローチにより，安全･安心な住生活を市営住宅等に提供

いたします。ハード面では営繕について当社の豊富な経験を最大限に発揮し，ソフ

ト面については管理人や自治会等と連携し入居者とのコミュニケーション作りに

努めます。本指定管理業務は貴信が取り組んでいる「芦屋市住宅マスタープラン」

「芦屋市営住宅等ストック総合活用計画」において重要な業務であることを十分に

理解して管理運営を行います。 



8/20 

       次に管理運営に当たっての基本方針ですが，当社は建物の管理を５０年近く行う

ことで実績を積み重ね，公営住宅管理においては平成１９年度尼崎市営住宅をはじ

め，西宮市，宝塚市，神戸市等，公営営住宅管理業務において多数の実績を誇り，

管理業務における経験が豊富にあります。本指定管理業務においてもこれらのノウ

ハウを生かして管理運営を実施します。西宮に本社をおき，緊急時災害時にもバッ

クアップ体制を組むことができます。 

       管理体制についてですが，人員体制ではセンター長をトップとして各グループの

グループ長を置き，９名配置します。グループ長の経験者の配置転換も視野に入れ，

慎重に対応します。また，窓口時間外においても，コールセンターを設け，２４時

間３６５日対応ができる体制を構築し，緊急時には万全の体制で運営に当たります。 

       個人情報保護の措置については，本市営住宅等指定管理業務に際し，個人情報に

関する法律等の重要性を十分に踏まえ，業務を遂行します。個人情報の漏洩は主に

人的ミスによるものです。第三者によるチェックも入れながらリスクマネジメント

を行います。 

       管理の質及び利用者サービスの向上の取り組みですが，管理及び利用者サービス

の質の維持・向上のために，自己評価を行います。自ら積極的に厳正に業務内容等

をチェックし，改善に努めてまいりたいと思います。また，貴市と定例会を開催し，

また入居者からのアンケートを通してご意見を真摯に受け止めてまいりたいと存

じます。 

       住宅使用料，駐車場使用料及び共益費の徴収についてですが，当社は平成２０年

度より貴市市営住宅等使用料徴収業務を受託させていただいており，着実に収納率

を向上することができております。日々の業務の積み重ねにより築き上げてきた入

居者との人間関係の構築が大きな要因となっております。また，試行錯誤を繰り返

して，より確実に住宅使用料を徴収する手法の結果が，現在の高い徴収率を確立し

ております。本指定管理者業務でも派遣職員の継続配置はもちろんのこと，更なる

向上を目指します。収納率の達成水準は記載のとおりとさせていただきます。 

       住宅の補修工事についてですが，冒頭に申し上げたとおり公営住宅管理運営の大

前提である公平・公正を念頭に明確な基準を持って補修工事を実施してまいります。

センターには営繕担当として一級建築士資格取得者等の技術者を配置し，当社の支

援組織との連携により万全のバックアップ体制を構築し，補修工事を適切迅速に行

います。 

       市内業者の育成についてですが，当社の集中購買システムにより再委託業者の作

業品質の維持・向上・評価に取り組みます。業者の選定については市内業者を優先

的に発注します。保守点検業務については，メーカー系の企業による保守点検が適

している業務については当社のスケールメリットを生かしたコスト削減を行いま

す。その他の保守点検については市内業者を優先いたします。「市内業者の育成」

としておりますが，この指定管理を通じて市内業者さんも当社もともに成長し，良

好な関係を築き上げ，提携して業務を進めてまいります。 

       不法行為等への取り組みですが，近隣とのコミュニケーションを大切にし，入居

者の方に対し居住ルールの周知を徹底するとともに当社が培ってきたノウハウを

最大限に活用することで適正に対処します。その上で厳正に対処できるようにマニ

ュアルを整備します。 

       住民のコミュニティや自治会活動の支援についてですが，コミュニティ形成への

取り組みとして，入居者向け交流促進策などの取り組みを行います。具体的には自

治会等の地域の清掃活動のお手伝い，清掃指導などでございます。また，単身高齢

者の見守りのために「高齢者訪問員」を配置して月１回の訪問を行い，地域包括支

援センター等の関係機関と連携し，見守り体制の強化を図るとともにコミュニティ

形成における催事への参加促進などにより入居者間での見守り体制も構築してい
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きます。 

その他円滑な業務運営についてですが，相手の立場に立ち，相手を尊重した対応

を行います。また，担当職員はホームヘルパー２級資格者を配置し，より専門的な

サポートを行います。 

指定管理料については当社は多くの自治体から指定管理を受けており実績を残

しております。それらの経験ノウハウを最大限発揮いたしまして，人員の適正配置，

維持管理等のコストを積算し，記載の収支計画を提案させていただいております。 

最後になりますが，当社はこれまで公営住宅の管理運営に際しましては指定管理

者の立場，公営住宅管理の立場を十分に理解した業務を行ってまいりました。民間

業者の活力やノウハウを提供するにあたってもベースとなる根本の理解がなけれ

ば公営住宅の管理は成功しないと考えております。その考えに基づきまして，当社

が導きました結果がお手元の事業計画書でございます。是非この事業計画を実現す

る機会を与えて下さいますよう何卒お願いいたします。 

 

（委員長）   引き続き各委員のほうから質問いたします。 

 

（副委員長）  現在徴収業務の委託を受けているとのことですが，徴収業務のスキームを教えて

ください。 

 

 回 答    事前管理，事中管理，それから事後管理と３つの管理を行っております。常日頃

から訪問時も団地の他の住民の方にお会いしたら挨拶をきちんとするとか，訪問先

で収入申告等のお伝えをするであるとか，信頼関係を築き上げております。ついう

っかり忘れて滞納になった方には電話・書面での通知を行います。滞納になった理

由などをお伺いして，滞納に関し適切なアドバイスを行います。中には順調に事業

をしていたが止めることになりやむなく生活が苦しくなる方もおられます。そうい

った方には分納誓約をとったりして滞納の増大を未然に防ぎながら，最小限に抑え

る努力をしております。 

 

（副委員長）  現在の徴収担当の方は６０歳代ですが，このまま５年間雇われるのですか。 

 

 回 答    年齢は６０歳代ですが，お若いといいますかとても元気な方で大丈夫と考えてお

ります。よほど事情がない限り継続してやって頂きたいと思います。 

 

（山崎委員）  職員９人はちょっと多い気もします。業務がダブっているところがあるような気

がします。９人を置く理由等あるのでしょうか？ 

 

 回 答    当社は他の自治体でも住宅管理をやっている経験がございます。その実績からは

じき出した人数です。ひとり１業務は運営上望ましくなく，誰が欠けても誰かがカ

バーできるような形で誰が書いても運営できるように配置をしております。多いと

思われるかもしれませんが，実績，経験からこの人数を算出しております。 

 

（遠藤委員）  人員のところで，巡回者は月１回とはいえ１人で足りますか？ 

 

 回 答    その１名がメインで動きますが，他の職員や場合によってはセンター長と連携を

とって，ひとりの負担にならないようにいたします。グループごとに業務を分担し

ており，正社員が原則ですが，ローテーションを１回多めに組めるような体制にし

ていきたいと思います。 

 



10/20 

（副委員長）  住民とのコミュニティ，自治会についてですが，例えば自治会が自治会として機

能していないところはどのような働きかけをされるおつもりでしょうか。具体的に

実績やプランがあれば教えてください。 

 

 回 答    他の自治体においてもきめ細かな対応を求められますので，ＬＳＡや福祉の方と

連絡を取り合って，情報の共有かを図り人的時間的な部分の不足を防ぎたいと考え

ております。 

 

（委員長）   自治会が機能していないところへ，直接住民へ働きかけはあるのですか？ 

 

 回 答    他の自治体の事例ですが，巡回担当者が各団地にひとりふたりはおられるような，

キーマンのような方からいろいろなお話を聞き，情報を得ます。そういったやりか

たで声を拾い上げます。 

 

（委員長）   入居している方からの声の拾い上げについて，具体的にはどういった方法でされ

るのでしょうか。 

 

回 答    年１回入居者の方々にアンケートを送っています。アンケートに答えてもらって，

センターへの評価でありますとか要望を書いていただいております。入居者の方の

生の声を生かし，アンケートにこういうことを書いてもらっているのでこうやって

いきましょうと，全指定管理でも取り組んでおります。 

 

（委員長）   管理体制のところで，時間外緊急受付センターとコールセンターは同じものです

か？ 

 

 回 答    同じものです。コールセンターに再委託しております。コールセンターから管理

センターに連絡が行くようになっております。 

 

（委員長）   ではこれで質疑を終了します。お疲れ様でした。 

 

（事務局 細井） 次は応募者Ｄ■■■■■■■■■■■■■■■■■■から説明をお願いします。 

 

 説 明    当社は管理運営にあたり，芦屋市住宅政策の将来像と基本理念を十分に理解し，

これまでの住宅管理実績と豊富な知識と経験を生かし，住民の方が安心して快適に

暮らせるまちづくりに取り組みます。 

        団体の業務推進能力についてですが，貸借対照表のとおり財務面では住宅管理業

界の中でも高い健全性を維持しております。また損益計算書からも安定的に純利益

を計上しており，業務運営において健全性を維持しております。 

        公営住宅の管理実績としましては■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■受託しております。またこの４月から■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■の指定管理も受託し

ております。賃貸マンション管理事業においては■■■■■■■■■■■■より特

定優良賃貸住宅の管理業務の受託をはじめとして，セキュリティーと住宅管理のワ

ンストップサービスによる安心安全快適な暮らしづくりのサービス提供を行って

おります。 

        芦屋市指定管理を行うに当たっての管理体制については，構成は７名体制となっ

ております。休日・夜間についても本社にあるコントロールセンター内にあります

「時間外緊急連絡センター」で受付が行える体制を設置いたします。 
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        住宅使用料，駐車場使用料及び共益費の徴収についてですが,収納率の達成水準等

についてはこれまでの指定管理の経験と実績から目標値を出しております。 

        市内業者の育成については，建物管理・設備保守については当社の購買規定に基

づき選定いたします。業者選定においては，芦屋市内業者を活用することを原則と

して複数者から見積を取り，一番優れている業者に再委託します。 

        住民のコミュニティや自治会活動の支援についてですが，具体的支援策として４

つの項目を挙げさせていただいておりますが４つ目の一人暮らしの高齢者世帯へ

の対応のところに２つの具体的なサービスをお示ししております。「健康相談サー

ビス」は事前に案内しているﾌﾘｰダイヤルへ電話をすることにより，２４時間３６

５日すべての入居者の電話が当社のナースコールに繋がります。「声かけサービス」

は７５歳以上の単身高齢者の方へ，ご希望をお聞きした上でございますが，巡回管

理員の訪問や電話による声かけを行います。 

        住宅管理を運営していく上での取り組みについての工夫については，ﾏﾝｼｮﾝ管理を

専門として住宅管理部とセキュリティ会社として２４時間３６５日稼動している

セキュリティ部が連携して，同じ情報共有をベースとして質の高いノンストップサ

ービスを提供いたします。 

        続きまして指定管理料について説明いたします。まず人件費ですが別紙内訳のと

おり，常勤７名体制非常勤の派遣社員含めて７．２５名体制で算定しております。

施設・設備担当で自主提案業務のひとつである「巡回点検」を併せて行い，これは

常勤７名体制の人件費内でカバーします。現在芦屋住宅課で従事している臨時職員

について芦屋市様，ご本人の意向を確認した上で，弊社再雇用の上継続して従事し

ていただくことを優先かつ促進いたします。年１回の市営住宅等募集業務の繁忙期

など，年間３ヶ月相当を派遣職員雇用による非常勤対応として業務量の変動を吸収

し，稼働率向上と人件費抑制を図ります。自主提案業務の「健康相談サービス」「声

かけサービス」については，既存の社内体制で吸収補完しますので人件費には計上

いたしません。 

        設備等維持管理費ですが，現行実施業務に対して追加実施すべき業務と削除すべ

き業務を併せて４項目追加しております。エレベータ保守点検は原状が２ヶ月に１

回実施しておりますが，１ヶ月に１回実施します。樹木植栽・高木選定・草刈につ

いては，現行では一部実施しておりませんが，すべてに実施するものと変更します。

その他差し引きしますと５００万円程度指定管理料に加算しております。 

        一般補修費については，平成２２年度一般会計歳出の状況の中で，一般補修工事

歳出額が他年度と比べて極端少なく，平成２３年度と比較したところ,平成２２年

度は特に｢入居室の内装等の室内改修工事｣の執行が大幅削減されていたため，平成

２２年度実績は特異な年度として判断し,一般補修実績のみを算定根拠から外し，

比較的均等に歳出されている平成２０年度，２１年度，２３年度の実績額で平均算

定しました。 

 

（委員長）   説明時間が超過しております。平等を期さないといけませんので，説明はここで

終えてください。では引き続き各委員のほうから質問いたします。 

        

（副委員長）  コミュニティや自治会との関係についてふたつ質問させてください。７５歳以上

の希望者へ声掛けを行うとのことですが希望しない高齢者はどうしますか。もうひ

とつは，「モラルの向上に繋がる取り組みについて自治会と協議します」と書いて

ありますがどのようなことを考えておられるのでしょうか。 

 

回 答    高齢者の方への「声かけサービス」についてですが，抵抗感のある方もおられま

すので，こういうサービスがありますというお知らせと希望されるかどうかの確認
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を致しまして，サービスの押し売りにならないように致します。 

 

（副委員長）  「希望されない方に何かサービスがあるのでしょうか？」という質問なのですが。 

 

 回 答    そういった意味では訪問はいやだけど電話なら良いという方もおられますでしょ

うし，両方ともいやであれば「健康相談サービス」で入居者の方から発信していた

だくとか。そういう方には利用サービスのＰＲを続けて行きたいと考えております。 

 

（副委員長）  ２つ目の質問ですが，住民のモラル向上について自治会と協議とは具体的にどの

ようなものでしょうか。 

 

回 答    わたくしどもはセキュリティの会社でございます。一番大事なのは地元の自治会

さん，自治会会長さんとの会話というかお会いすることと考えております。お会い

して話を聞くこと，決して聞き流すのではなく，巡回とは，月１回住宅を回ったと

きにいろいろお話を伺うと，そういう業務であると考えております。そういったこ

とで住宅の方のモラル向上を図りたいと考えています。 

 

（遠藤委員）  その他，円滑な業務運営についてお聞きしますが，営繕は自前ですか。 

 

回 答    基本的に簡単な営繕は自前です。当社は２４時間３６５日対応できるところが強

みです。 

 

（委員長）   その２４時間対応なんですが，入居者なら誰でもコンタクトが取れますか？それ

は社内的な窓口なんでしょうか。 

 

回 答    住宅管理部の管理センターから市の管理センターへと繋がるようになってます。 

 

（委員長）   その住宅管理部を支援するところがどこになるのでしょうか。 

 

 回 答    それがセキュリティサービス部になります。通常の営業時間内であれば住宅管理

部の対応になります。それ以外の時間帯になると転送になり本社のほうに転送にな

ります。 

 

（委員長）   その伝達方法はわかるのですが，組織的にどうなっているのでしょうか。組織と

して，苦情の問題とかトラブルがあったとき，市の管理センターでは処理しきれな

いと，あるいは工事に関してもいろいろな問題が出てくると思います。そういった

ものに対して，会社全体としてどういった支援体制が取られているのでしょうか？ 

 

回 答    一番出先が芦屋市の管理センターとしたら、このセンターも住宅管理部の一管理

センターという扱いになりますのでその他にも本社にも住宅管理部の本社組織が

ございます。管理センターは近畿に４つございます。 

 

（遠藤委員）  団体の業務推進能力についてですが，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■グループ会社株式について，■■■■■■■■■■■■■■■■■過

去，特別損失で■■■■■■減損処理をしておられる。直近の貸借対照表の勘定科

目において，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■。与信リスクの高い科目はないということでよ

ろしいでしょうか？ 
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回 答     わたしどもとしては大丈夫であると思っております。 

 

（遠藤委員）   今回のサービス提供とは関係ないのですが，一部にやや大きな数字の科目が計

上されていると感じたものですから。 

 

（副委員長）   事業概要にも■■■■■■■■■■■■■■と■■■■■■■■■■■■■が

「２社一体となってサポートします」とありますが，今回の指定管理では■■■

■■■■■■■■■■■どういった関係にあたるのですか？ 

 

回 答     ■■■■■■■■■■■■■は分譲マンションの管理を行う会社でございます。

ただ，今回の指定管理業務に一切かかわらない，ということではなくて分譲マン

ションの管理を現在３万５千戸ほど管理しておりますが，分譲マンションは長期

修繕等ございますので，１級建築士が多数おりますので，そういった支援をいた

だいて業務にあたっていく予定にしております。 

 

（委員長）    業務の内容について，自己評価についてはあまりないようですが，どのように

社内的に考えられるのか。企業の内部統制ともかかわると思いますけれど。今回

の事業もモニタリング等していただかないと思うのですが，そのへんの説明がな

かったと思いますけど。 

 

回 答     モニタリングは行います。■■■■■■■住宅の指定管理でもモニタリングは

行っております。 

 

（委員長）    市内業者の育成のところで，市内業者の割合が提案では１０％と極端に少ない

ですね。 

 

回 答     計画には今回１０％としておりますが，正直すべての業種，物件につきまして

個別具体的な供給体制は完全には出来上がっておりません。ただ見通しとして１

０％の数字ですが，植栽・剪定に関する業務と一般補修に関する業務が年間の予

算としては非常に大きな数字となっておりますのでその大きな数字を中心に点

検等を含めた総額の１０％に相当する額が芦屋市内の業者さんにご協力いただ

ければと考えております。当社は２４時間３６５日体制をとっている中で，協力

業者さんもそういった体制がまずあるかどうかというところもチェックさせて

いただいてそういった中で芦屋市の指定業者さんにも協力していただけたらと

思っております。 

 

（委員長）    入居者の苦情だとか要望はどのように把握していかれますか？具体的方策があ

ればお聞かせください。 

 

 回 答     受付案件を処理するシステムがございます。一案件ずつ登録いたしまして，い

ろいろな問い合わせについて業務がちゃんと遂行されているかどうか，チェック

しながら進めていきます。適宜集計して改善に繋げていきます。 

 

（委員長）   それは電話で受け付けるのですか。 

 

 回 答    システムが個別にございまして，電話しながらお客様のおっしゃっていることを

メモして，システムにこういう案件が発生しましたと電話を受け付けた者が登録い
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たしまして，それを現場の巡回員が確認して動くという段取りです。 

 

（委員長）   それは既に機能しているのですか。 

 

回 答    しています。１０数年来使っております。 

 

（委員長）   ではこれで質疑を終了します。お疲れ様でした。 

 

（事務局 細井）それでは■■■■■■■■■■■■■応募者Ｅから,説明をお願いします。 

 

 説 明    芦屋市の特性に合致した経営目標の設定についてですが，公平・公正で迅速なサ

ービス提供に努めます。関係法令を遵守し，住宅困窮度に応じた公正な住宅の提供，

安全な住宅環境の提供，芦屋市営住宅等ストック総合活用計画の推進に対して適切

な維持管理を行います。 

        団体の業務推進能力については，弊社は■■■■年に設立し，賃貸マンションを

全国で約９２，０００戸の管理運営を行っております。そのうち関西支社では約２

５，０００戸を管理運営しております。その中には特定優良賃貸住宅７０棟２，１

７０戸も含まれており、関西支社の人員１４８名で業務を行っておりまして,常に

管理センターをバックアップする環境を整えます。協力企業にＰＦＩの実績がある

■■■■■■■■■■■■■■■がおりまして，いろいろな面で協力体制をとるこ

とが可能です。 

        管理体制について，管理センターを設置し統括責任者を１名常駐させ，各種業務

の担当を４名常駐させます。また，弊社関西支社（大阪市）においても非常駐にて

対応できるよう体制を整えます。緊急時は２４時間の緊急連絡センターを設け，緊

急連絡センターより統括責任者および担当者への連絡体制を整え，迅速に対応でき

る体制にいたします。 

        個人情報保護の措置について，当社では情報セキュリティマネジメントシステム

ＩＳＭＳの構築に取り組んでまいりました。当社のＩＳＭＳは情報セキュリティの

国際標準規格に準拠しているとして審査登録機関より「ＩＳＯ/ＩＥＣ２７００１」

の認証を取得しています。個人情報の管理について，個人情報の正確性を保ち安全

に管理いたします。従事する職員には，個人情報の保護及び管理方法についての研

修を実施し，日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。 

        

        次に管理の質及び利用者サービスの向上の取組についてですが，当社全グループ

の賃貸マンション施工・管理の実績経験を活かしまして，入居者および近隣住民か

らの要望・苦情に対しまして，迅速に対応できますよう努めてまいります。公共施

設の管理につきまして，入居者が安全・安心・快適な生活を営めるように,各施設

を公平に管理，平等にご利用できるものとし維持管理してまいります。高齢者への

取り組みとして，見守りサービスやお世話サービスなど高齢者対策に取り組んでま

いります。また，省エネ対策にも取り組んでまいります。電球のＬＥＤ化を推進し，

階段等 

 

 

（委員長）   引き続き各委員のほうから質問いたします。 

        

（副委員長）  個人情報の話ですが。仕様書には「事故や災害時などに迅速かつ的確に情報を伝

達するとともに対応できる体制を確立すること」としておりますが，これに対応す

る箇所は事業計画のどこに記されていますか？ 



15/20 

 

回 答    東京－大阪間でバックアップ体制を取っております。大阪で何か災害等緊急事態

があれば東京で大阪のバックアップ体制を取るようになっております。 

 

（副委員長）  特に災害時はどうだという話を聞きたいのですが。 

        言い換えると，個人情報を出さない，ということではなくて個人情報を出すこと

についてはどのようにお考えですか。 

 

回 答    われわれの方で，個人情報を出す必要が生じた場合，例えば警察からの問い合わ

せがあった場合は，当社のリスクマネジメント委員会において,警察官の身分を確

認した上で情報を出すことを決定します。そういったように全く出さないというこ

とではなくて，必要に応じて情報を出すという体制を取っております。 

 

（委員長）   災害時のときは,警察からの問い合わせとは状況が違うので，災害時に開示すると

きの社内に基準だとか，そういうのは設けられているのでしょうか？ 

 

回 答    管理者や当社社員には公開させていただいております。 

 

（山崎委員）  ちょっと違うと思います。要支援者のことを指しているのですが。例えば民生委

員さんたちはご存知だけれども個人情報の関係で，他には出さないとか。ところが

災害が起こったときはそういった人たちをまっさきに助けないといけない。救急隊

員が来てもその人については個人情報保護の関係で教えることはできない，となる

と困ったことになりますので,臨機応変にスムーズに行くためにどういう仕組みが

あるのか？という質問です。 

 

（副委員長）  芦屋市の個人情報保護の例外規定についてはどうされるか，ということを聞いて

いるのですが。 

それについては検討課題ということですね。 

 

（遠藤委員）  質問を変えますが，管理体制は５名となっておりますが，派遣社員の２名の方は

どういった業務をされるのですか。 

 

 回 答    窓口業務を担当してもらいます。派遣社員２名中１名は常駐でございます。 

 

（遠藤委員）  見回りは誰がするのですか。 

 

 回 答    修繕の担当が行います。この担当がまず各団地を廻らせ頂いて，そのあとで自治

会のかたや管理人さんたちにお話をお聞きしたりすることになります。 

 

（遠藤委員）  人件費のところでいうと３０歳の方ですね。もしその担当者が病気等で休むよう

な場合はどうされるのですか。 

 

 回 答    関西支社より別の職員を補充します。 

 

（委員長）   団体の業務推進能力のところでＰＦＩ事業に関することが書かれておりますが，

どんな内容の事業で行ったのですか。 

 

回 答    公営住宅の建替事業のときに行っております。居住者の方に一旦住み替えをして
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いただいて，順次建替えていって，完成したら新しい住宅に戻っていただくといっ

たような事業です。 

 

（委員長）   公営住宅の管理実績はどのようなものがありますか。 

 

回 答    特定優良賃貸住宅を７０棟２,１７０戸を管理させていただいている実績がござ

います。 

 

（山崎委員）  駐車場のところで，コインパーキングやカーシェアリングなど面白い提案をなさ

っていますね。集会所を借りて生活必需品の共同購入もそうです。収益上がったも

のは何に使うのか？  

 

回 答    生協さん等とタイアップして移動販売のようなことを考えております。団地内の

サービスの提供としてやっていきたいと思っております。ご高齢になってなかなか

買い物に行きにくくなったかたもおられると思うので，そういった方々のお役に立

ちたいと考えております。 

 

（山崎委員）  昔は自動車でお魚や果物を売っていたが，排除されていったんですね。そういっ

た方々の移動販売を認めるのか，それとも生協さんと契約しているからと認めない

のかどう対応されますか 

 

 回 答    食料品は衛生上，安全性という問題があると考えております。オープンにしてし

まうのではなく，まずは信頼できる業者さんに入っていただきたいと考えておりま

す。 

 

（山崎委員）  収益が上がる事業を提案されておりますが，その収益はどうされる予定ですか？ 

 

回 答    収支がどういう形なるかわからない部分もありますが，当社側の利益ではなしに，

基本的に団地のコミュニティにかかる費用へ還元したいと考えております。 

 

（委員長）   管理体制についてお聞きします。２４時間の緊急連絡センターは目標でしょうか？ 

 

 回 答    既にあります。コールセンターが設立されており，即一次対応させていただくこ

とのできる体制になっております。 

 

（委員長）   それは一種の会社間の業務委託と考えてよろしいでしょうか？ 

 

 回 答    業務委託でございます。 

 

（委員長）   サービスの具体的な向上のためのビジョンはございますか？住民の意見をどのよ

うに吸い上げて今後に生かそうと考えておられますか？ 

 

 回 答    こちらでこれがよいであろうということだけを行うのでなく，住民の方が何を望

まれているかというところを，アンケートや聞き取りによってコミュニケーション

をとって吸い上げます。集会所を利用したイベント等でも住民の皆様とコミュニケ

ーションをとって，どういったことを望まれているか吸い上げて行きたいです。 

 

（委員長）   わかりました。そういったことを聞きたかったのですが，事業計画には書かれて
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おりませんでしたので質問しました。 

 

回 答    これまでの取り組みを検証したり，皆様のご意見を聞くとことで，今後の，より

よいサービス提供に繋げて行きたいと考えております。 

 

（委員長）   ではこれで質疑を終了します。お疲れ様でした。 

 

（事務局 細井）それでは■■■■■■■■■■Ｆ応募者から，説明をお願いします。 

 

説 明     芦屋市の特性に合致した経営目標の設定について，当社の方針は３つございま

す。安全・安心の確保，お客様満足の最大化，持続可能な運営，でございます。

安心・安全の確保ですが当社はお客様や地域の皆様に信頼されるよう，安全・安

心の確保を第一の方針としております。多くのご入居者の住環境をお預かりする

公営住宅の管理運営の立場で取り組んでまいります。地祇にお客様満足の最大化

ですが、築年数による住環境の格差が認識されている芦屋市におきましては，運

営面からもその格差をなるべくカバーし，芦屋市や全てのご入居者からご満足い

ただけるよう努力していきたいと考えています。持続可能な運営についてですが，

公営住宅は性質上サービスの提供を止めることはできません。長期的な視野に立

って考慮し、持続的な運営を優先させることを目標とします。 

       次に団体の業務推進能力について申し上げます。当社は関西を基盤とする住宅の

管理を専門とした会社です。単体としては、平成２４年２月期で売上高約１００

億円の非上場会社で安定した経営を行っております。指定管理業務は，尼崎市，

奈良県をはじめ５自治体で約１６,０００戸の管理を行っております。 

        管理体制についてですが，現場責任者であるセンター長以下，経験者を含めた

６名の現場社員を常駐配置し，管理運営業務にあたります。 

        個人情報保護の措置についてですが，個人情報保護を担保する組織体制の構築

と，個人情報保護に関する規定を整備します。災害時の対応は，芦屋市個人情報

保護条例等に従い、高齢者など災害時要援護者の個人情報の一部を関係機関に提

供いたします。 

        管理の質及び利用者サービスの向上の取組について，当社は管理させていただ

いている全住戸でセルフモニタリングという形で、ご入居者のご意見・ご要望・

苦情等を収集しております。年１回のアンケート調査だけではなく、自治会との

協議など，なるべく多くのチャンネルでお客様である入居者のご意見を幅広く収

集します。昨年度のアンケートでは奈良県営住宅で８９％の入居者の方にご満足

頂いております。このように当社は実績を積み重ねておりますので，安心して管

理運営を任せていただきたいと考えております。 

        住宅管理業務について説明いたします。まず住宅使用料，駐車場使用料及び共

益費の徴収について，「居住におけるセーフティネット」である公営住宅の滞納

家賃の回収は，一般住宅と同様に行うのではなく，滞納者との信頼関係を築くこ

とが重要であると考えております。具体的には早期発見・早期対応，滞納者の立

場に立った対応，専属担当者の設置，滞納管理会議の開催，債権回収のノウハウ

導入，といった他公営住宅の管理から得た方法を最大限に活用してまいりたいと

考えております。債権回収においては，実績のある日本テレサーチ株式会社へ業

務委託を行い，同社のテレホンセンターから専門知識をもったオペレーターによ

る効果的な入金案内業務を行います。次に住宅の補修工事についてですが，具体

的には計画書のフロー図に示しているとおりですが，豊富な他の公営住宅管理実

績，民間の分譲・賃貸マンションの維持管理実績に照らし，ＰＤＣＡサイクルを

実践し，原則市内業者を対象に，公平・公正な基準で外部発注の選定を行います。
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検査体制については独自に作成したチェックリストを用いて完了検査等を行い

ます。また，綿密な事前打ち合わせ等を行ない，工事スケジュールを確定させた

上で，工事概要・期間などを入居者や周辺住民に十分周知します。当社は空き家

の発生から補修までを迅速に行うため、退去が発生すれば直ちに担当者が直接現

場を確認し，市内業者を公平に割りあててスムーズな施工を図ります。 

         住民のコミュニティや自治会活動の支援については，公営住宅が抱える問題点

として入居者の高齢化に伴う，自治会の運営の停滞等の様々な問題を切実に感じ

ております。それらを解決するためのコミュニティの再生の実現には，高齢者だ

けでなく，現役世代の参加できる活動の場という要素が必要であると認識し，社

会福祉協議会等の関係機関とも連携し，取り組んでいくことが当社の基本でござ

います。具体的には■■市営住宅でコンサート，ヨガ教室，折り紙教室等，お年

寄りだけでなく幅広い世代にご参加いただいております。高齢者単独世帯への対

応については，「安心コール」の実施を考えております。希望される高齢者単独

世帯に対し，定期的に安否確認コールを行います。異常やご要望等がある場合は

迅速に対応します。高齢者に最も受け入れやすく，持続可能なものであると考え

ております。 

         最後に指定管理料について説明いたします。初年度は１２４，２４８，０００

円，次年度以降は１２１，４１０，０００円としております。初年度は初期費用

を含んでおります。積算の上，持続可能な管理料を提示しております。 

         

（委員長）   引き続き各委員のほうから質問いたします。 

        

（副委員長）  兵庫県内では■■■の指定管理者を去年までやっていた，ということですね。 

 

回 答    はい。 

 

（副委員長）  芦屋市と尼崎市ではもちろん違いはあると思うのですが，お聞きしたいことが２

点あります。スタッフの皆さんは新たに抱えるのですか，それとも尼崎市で担当さ

れたいたかたから配置するのですか？２点目ですが，尼崎市は１クールやったわけ

ですが，その成果と自己評価を教えていただけたらと思います。 

 

 回 答    ■■■■■の指定管理を一昨年度までやっており，その後■■■■■市で指定管

理をとりました。今回の芦屋市指定管理においては■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■市，県営住宅のほうから職員を異動させたいと考えています。 

 

（副委員長）  ２点目は■■市に限らなくて良いですので教えてください。 

 

 回 答    いずれも収納率は１パーセント以上向上しております。■■県営住宅は予算のな

い中でよりきめ細やかな修繕対応ができたと思います。いわばスピード感です。ま

ずお話を伺って，その上で例えば工事が必要かどうか判断できたと思います。その

意味合いでは対応が早かったと思います。 

 

（委員長）   徴収についてですが徴収業務は委託ですか？ 

 

 回 答    入金案内の業務の一部を，コールセンター等へ委託したいと考えております。 

 

（委員長）   丸投げではないのですね 
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 回 答    はい。 

 

（山崎委員）  本社応援の４０万円は高いですね。 

 

 回 答    繁忙期でありますとか，一時的に人員の対応を行わないといけないときの人件費

でございます。４０万円掛ける１２月ですね。 

 

（遠藤委員）  ４０万円は，一人あたりのコストですか。繁忙期が１２ヶ月，ということですか。

１２月の根拠はありますでしょうか？ 

 

回 答    年間１２ヶ月，年間で４８０万円の要望となります。 

 

（山崎委員）  この方は本社から給料が出ているわけですよね， 

 

 回 答    はい。 

 

（委員長）   いわば本社の一般管理費ですね。 

 

（遠藤委員）  お一人で４０万円，仮に３自治体やってると月１２０万円チャージすることにな

るわけですね。 

 

（山崎委員）  業務をするにあたっての本社が必要とする管理費にあたるものですね。 

 

（副委員長）  その他事務費ですね。 

 

回 答    本来なら「その他一般管理費」としてもよかったと思います。 

 

（副委員長）  巡回のペースはどれくらいですか？ 

 

回 答    基本的にはひとりの担当者が，月に２回行います。２週間に１回はやりたいと考

えております。 

 

（遠藤委員）  徴収について，滞納者の立場に立った対応ということですが，具体的にどのよう

に相手に関する情報を得るのですか。 

 

回 答    お家賃という，毎月お支払いいただかないといけない債権が支払えない，という

場合，支払えない事情をカウンセリングといいますか，本人からじっくり聞いて，

そのうえで減免制度の適用の検討であるとか，生活保護窓口に繋げるとか，そうい

う形で滞納額を減らして生きたいと考えております。 

 

（委員長）   住民のコミュニティについて，自治会などとどういう取り組みを行っていくので

すか？ 

 

 回 答    日ごろのコミュニケーションです。ミニコンサートや餅つき等の祭りごとやイベ

ントでコミュニケーションを深めたいと思います。自治会さんとかと実際にお会い

してお話して，いろいろコミュニケーションを深めていけたらと考えております。 

 

・候補者・次点候補者決定 
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（委員長）   各委員の採点を集計した結果に基づき，第一候補者に株式会社東急コミュニティ

ーを選定し，次点候補者として日本管財株式会社を選定してよろしいですね。 

 

       <他委員異議なし> 

 

（事務局 細井）お手元にお配りしている選定理由について，ご確認いただき，よろしければ原本

に署名いただきたく存じます。 

閉会にあたりまして，林参事のほうからご挨拶申し上げます。 

 

（林 部長）  長期間にわたり，かつ非常にタイトな日程のなかご審議いただき，委員の皆様に

おかれましては大変お世話になりました。改めて御礼申し上げます。９月議会の５

日の都市環境委員会で説明をさせていただいて，本会議の議決を経て正式な決定と

なるよう，われわれも議会に対し十分に説明してまいります。本当にありがとうご

ざいました。 

 

（委員長）   それではこれで閉会します。お疲れ様でした。 


