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芦屋市指定管理者選定・評価委員会 （市営住宅等） 

会議録 

日   時 平成 27 年８月 17 日（月） 17：40～19：35 

場   所 芦屋市役所北館２階 第３会議室 

出 席 者 委 員 長   富田 智和 

副委員長  津久井 進 

委   員    藤川 千代 

      山城 勝 

市出席者  住宅課長 田嶋 修 

      住宅課係長 石橋 謙二 

事 務 局  企画部長 米原 登己子 

企画部主幹（総合政策担当課長） 稗田 康晴 

      政策推進課主査 吉泉 里志 

      政策推進課係員 橋詰 清一朗 

      政策推進課係員 松原 良 

      新日本有限責任監査法人 吉岡 辰夫 

事 務 局 政策推進課 

会議の公開 ■非 公 開 

選定・評価委員会において諮り，出席者４人中４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〕 

＜非公開とした理由＞ 

審議の内容に法人情報が含まれているため，非公開とする。 

傍聴者数 ０人 

１ 会議次第 

（１）開会 

（２）委嘱状・任命書交付（２号委員・３号委員） 

（３）委員長互選・副委員長の指名 

（４）会議運営に関する説明等 

（５）議題：外部評価（審議事項） 

（６）閉会 
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２ 提出資料 

資料１ 委員名簿 

資料２ 評価に関する資料一式（①～⑪，参１～４）（事前配布） 

    ① 芦屋市指定管理者選定・評価委員会 委員名簿 

② 施設及び指定管理者の調査票（概要等の記載） 

③ 仕様書 

④ 今期指定期間の事業報告書 

⑤ 今期指定期間の各年度評価表 

⑥ 今期指定期間の年次事業計画書 

⑦ 公募時の事業提案書 

⑧ 選定時の採点集計表  

⑨ 政策推進課事前調査報告書 

⑩ 基本協定書（今期指定期間）・年度協定書（本年度） 

⑪ 法人等の財務状況に関する書類 

参-１ 芦屋市公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例 

参-２ 各施設の設置管理条例 

参-３ 施設のパンフレット等 

参-４ 指定管理者モニタリングマニュアル（芦屋市Ｈ27.４） 

資料３ 委員会タイムスケジュール（案） 

資料４ 評価審査要領及び評価基準（案） 

資料５ 評価表（案） 

資料６ 芦屋市情報公開条例 

資料７ 芦屋市指定管理者選定・評価委員会（市営住宅等）報告書（案）

３ 委員の委嘱  

芦屋市附属機関の設置に関する条例第２条に基づき委員に委嘱状・任命書を交付した。  

４ 会議の成立  

芦屋市指定管理者選定・評価委員会規則第２条第１項により第１号委員から２人の委員が選出され

ている。この委員会は，委員定数４人中４人の委員が出席しており，芦屋市指定管理者選定・評価委

員会規則第４条第２項により委員の過半数が出席していることから，会議は成立していることを確認

した。  

５ 委員長，副委員長の選出  

芦屋市指定管理者選定・評価委員会規則第３条第１項及び第２項により，委員の中からの互選で富

田委員が委員長に選出され，同条第４項の規定に基づき，富田委員長の指名により，津久井委員が副

委員長に選出された。

６ 審議内容（評価） 

富 田 委 員 長： 審査要領の説明をお願いします。 
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事 務 局： 【資料４の「評価審査要領及び評価基準（案）」と資料５の「評価表（案）」に基づいて，

審査要領について説明】 

富田委員長： 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。 

各 委 員： 【審査要領について審議】 

富田委員長： 審議の結果，事務局で作成した審査要領で進めることとします。 

富田委員長： 続いて，ヒアリングに入ります前に，本委員会に先立ち実施されましたモニタリング結果の

概要を事務局から説明願います。 

事 務 局： 内容につきましては，本市が委託をしております，新日本監査法人の吉岡様の方から説明

をさせていただきたいと思います，よろしくお願い致します。 

事 務 局： 【事前配布資料⑨の「政策推進課事前調査報告書」に基づき報告】（省略） 

富田委員長： 事務局から説明がありましたが，ご質問があればお願いいたします。 

津久井副委員長： 気付き事項の４番目のところで特定優良賃貸住宅と指定管理者に係る市営住宅と領収書綴

りを共通にしているというのは，近くの物件なのですか。全く違う物件なのですか。 

事 務 局： 徴収担当の方が一人で両方の業務をされているので，１つの綴りで，近所を回ったときに

徴収できるところから徴収するときに同じ綴りを使っていた，ということです。 

津久井副委員長： 陽光町や他 27団地と特定優良賃貸住宅は近くにあるんですか。 

事 務 局： 近くには無いです。全く別の物件です。 

藤川委員： 気付き事項の上３つ分ですが，見たことをそのまま書いてくださっているのだと理解しま

したが，単純に読んで捉えると，事業者が事業報告の中に書いている支出の金額というのはど

のように出しているのかという疑義が生じかねないような事実が並んでいるのですが。 

事 務 局： 各項目合意された金額があり，それに合わすような形で作られているので，当初予定して

いる金額をその費目で報告するというために金額は入れられているが，実際外部の業者からの

物かというと，内部の振替に使った請求を出されて，説明としては費用とは逆の請求したもの

を出されて説明されたというのが事実です。 
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藤川委員： 指定管理料自体は当初の協定で年度初めに決まっていて，余程のことがない限りは計上さ

れるという理解でよろしいでしょうか。 

事 務 局： もともと応募される段階で指定管理者の事業者のほうから５年間こういう経費の中でやり

ますという提案を頂きますので，基本それを上限として毎年金額を決めて協定を結ぶという考

え方です。 

津久井副委員長： もう１つ確認で申し上げますが，指定管理料の予定金額の中で余った場合，返さなければ

いけないのですか，そういうものではないのですか。 

事 務 局： そういうものではないです。 

事 務 局： もうひとつ補足で申し上げますと，指定管理料を余ったら返さないといけないとかそうい

うものではありません。見させていただいた科目の樹木剪定等業務費については，実際の請求

書は実際の請求書で一回通っているが，総勘定元帳を見ると本社に振り替えているような形に

なっており，結果として当初の金額を報告にあげているが，実際の請求書の金額とはどうかと

いうと，樹木剪定等業務費に関しては請求された金額の方が大きかった。 

藤川委員： 支出科目の一部について内容を今お話ししてくださったと思いますが，評価する上で適切

に収支を算出していますかという辺りについて，担当課の方に，「チェックしていますか」と

いうことは当然ですが，ここに書いてあることが事実であれば，「この通りにやるようにと言

ったのか」，ということまで聞くという理解でよろしいですか。 

事 務 局： 日本管財側のご担当頂いた方が，途中で変わられた方で，経緯もその方が直接ご存知とい

うことでもなかった。説明ではこういうことですかね，という確認をそれなりに頂けたという

ところです。 

藤川委員： 後ほど再度確認させて頂きます。 

津久井副委員長： 事前配布資料④の事業報告書で今ご指摘のあった部分を見たのですが，支出の平成 25 年度

分と平成 26 年度分について数字はあっているのでしょうか。平成 25年度分の「エレベーター

設備保守点検費」から「連結耐水管試験」のところまでが平成 26 年度も数字が同じだという

ことですよね。「その他管理費等」という合計の数字が少し違うのは，「受水槽・高置水槽清掃

業務」のところだけが 937,650 円が 973,650 円になっているのですが，これは書き間違いです

かね。あとで直接聞きますが。合計が違っている理由は。 

事 務 局： そこまでは推察しかねます。 
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富田委員長： それでは，これよりヒアリングなど，具体的な審議に入ります。 

まず，担当課職員に入室いただきます。担当課からは，毎年，１年間の運営結果を評価され

ていますので，その概要を説明いただき，その後，各委員からの質疑とさせていただきます。 

質疑も含め，全体では，15 分程度を目途とし，その後，指定管理者に入室いただきます。 

それでは，担当課の職員の入室をお願いします。 

担 当 課： 【入室・着席】 

富田委員長： それでは，まず市の担当の方より，これまでの管理運営状況等について説明願います。 

      毎年行っている市の評価結果をもとにご説明ください。また，特に評価すべき点，課題と

なっている点などがあれば，それも含めてご説明ください。 

      説明時間は，概ね５分以内で簡潔にお願いします。 

説明の後，各委員から質疑を行いますので，それに対して，ご回答ください。 

担 当 課： 【施設及び指定管理者の調査票及び年度評価に基づいて説明】 

富田委員長： それでは各委員から質問をお願いします。 

富田委員長： 使用料の徴収率ですが，98 から 99％に１年で上がったということですが，徴収率の定義や

計算方法を教えて頂きたい。 

田嶋課長： 年間の調定額があり，使用料をいくら取らなければいけないという項目に対して取れた率

というのが現年度 99.38％という単純な計算です。 

富田委員長： 現実に回収したということですね。 

田嶋課長： そうです。口座振込も含めた数字となっていますので，例えば今回口座振込が未納であっ

た場合，督促状の送付を指定管理者がやっていますし，電話催告もしくは訪問も含めた形の徴

収も行ってもらっています。 

富田委員長： その結果，取りこぼしも少なく 99％回収できているということですね。 

田嶋課長： 現年度分については，出来ています。過年度についても引続き対応して頂いています。 

富田委員長： 残り数％について訴訟等になっているものもありますか。 

田嶋課長： 平成 25 年度，26 年度に１件ずつあります。 
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富田委員長： 明渡し訴訟なり，未納分の取立て訴訟になっているものが各年１件ずつあるということで

すか。 

石橋係長： 明渡し訴訟を１件ずつ行いまして，結果的には判決後に自主的な退去となり，強制執行ま

でには至っていません。 

富田委員長： 例えば，訴訟で債務名義は得たけれども現実の回収が出来ていないというのは，ここで言

うと未収のほうにカウントされるのでいうことでしょうか。 

田嶋課長： そうです。 

津久井副委員長： 事前配布資料⑦の様式２－３の一番下のところに「収納率の達成水準」が表示されていま

すが，滞納分 11％については達成できていますか。 

田嶋課長： 滞納分 11％につきまして今のところは達成出来ておりません。６％程度です。 

津久井副委員長： 平成 25 年度も 26 年度もだいたいそれくらいですか。 

田嶋課長： そうです。 

津久井副委員長： あとで指定管理者に聞けばいいのですが，ちょうど今見ている様式２－３のページに「徴

収業務フロー」がいろいろ書いてあって，この通りにやっているのですかと聞こうと思います

が，きちんとした徴収のため，ここに出てくるような長期間の滞納者については担当者と綿密

な協議によって対応するとか，このあたりは評価できるのでしょうか。 

田嶋課長： 評価できると思っております。徴収業務は指定管理者の一人が対応されており，その事務

を管理しているグループ長がいるわけですが，その方の電話催告，訪問を含めまして，細かく

動いてくれているという報告は受けています。徴収業務については，２週間に１度業務報告を

受けています。 

 その中で例えば市営住宅に特化しているかは分かりませんが，高齢化が進んでおり，年金

は２か月に１度振り込まれるので，年金が振り込まれる月とそうでない月は徴収の差が出てき

ます。そういったところにつきましても，今の担当者が居住者とお話出来ておりますので，約

束通りの支払いをしていただき，結果 99％を上回ったというのは，評価すべきと思っておりま

す。 

藤川委員： 管理戸数が平成 25 年度から平成 26 年度にかけて減少していると思いますが，その理由を

教えて頂けますか。 
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田嶋課長： 管理戸数につきましては用途廃止を平成 28年度中に考えております。用途廃止の関係と今

回平成 26年度の建替えを１団地行っております。その関係上もとにあった団地を取り壊して，

新たに建てたことで以前は居住の管理戸数，団地のスペースが少なかったものを今回建替えて

条件を良くして，用途廃止をしているので住戸が減っているということになります。 

藤川委員： 総戸数が減っているという意味で別に稼働率が減っているわけではないという理解でよろ

しいですか。 

田嶋課長： 稼働率が動いているという話ではないです。総戸数は動いています。 

藤川委員： 事前配布資料④の事業者から出されている各年度の事業報告書について２年分の支出を見

比べてみますと，「設備等維持管理費」の中身「その他管理費等」も大半がそうですけれども，

昨年と全く同じ金額が計上されていることについて，このようなことはあまり考えられないと

いう思いがありまして，一方で事前調査に行かれたときの報告書等も頂いていますが，この金

額の考え方といいますか，所管課と事業者の間でどういう話があったのか，どういうチェック

をされているのかお聞きしたいと思います。 

田嶋課長： 点検業務その他につきましては，ある程度年度というか管理コストというのはまとまりが

あり，指定された回数をこの住居戸数に対してやらなければいけないという形での契約という

のはあるのではないかと思っております。それが，あくまでも年間契約なのか複数年計契約な

のかというのはあるかと思いますが，問題はないと思っております。 

藤川委員： 現場に行かれて，この事業に関する支出金額の根拠を見せてくださいという形で調査をさ

れた中で出てくる資料が，外部からの直接の請求上の金額に基づくものというよりは，どちら

かというと，昨年挙がっている金額と同じ金額になるものが内部資料として出てきたという事

実が調査報告書のほうにも書かれていました。実態としての市営住宅の指定管理に掛かる収支

がどうなのかが見えにくい結果になっているのではないかということについて，所管課として

どうお考えでしょうか。 

田嶋課長： 実際の収支の中身については，指定管理者が出してくる資料を確認せざるを得ないという

のが，これまでの行政側の監督の方では，限界と感じております。実際に平成 25 年度と平成

26 年度の数字が一緒だった場合，なっている部分もありますが，今後そういった部分を四半

期ごとに確認を行いながら対応していきたいと思っております。 

津久井副委員長： 管理戸数が 90 件程減少していますが。一方で一般緊急補修工事は 100 件程増えているわけ

です。平成 25 年度と平成 26 年度の間で工事の実施件数は非常に増えて管理戸数は非常に減っ

ている。一方で収支状況の金額は変わらないということは，もし戸数が減っているのであれば

金額も減っていないといけないのに，余計な利益を取っているというふうに見られかねないし，
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逆に工事件数が増えているのに受付業務費や緊急事故受付業務費，点検業務費が変わらないと

いうことになると，今度は適正な業務をしていないのではないかという疑いが出てしまう。 

そういった恐れがあるのでご質問しますが，例えば「事故受付業務費」というのは１件い

くらという積算で算出されるものではないのでしょうか。「剪定業務費」も件数で積算して出

している数字だと思いますけど，実際に支出報告では実績表は出てこないものですか。後で指

定管理者には確認しますが。 

田嶋課長： １つ訂正させて頂きたいと思うのですが，先ほどの私の管理戸数の説明の中で，用途廃止

の関係の話もさせて頂きましたが，事前配布資料⑤，６月 30 日付の資料の「入居中の管理戸

数」の数字は，あくまでも入居につきましては，全体的に用途廃止で減らしていって，出て行

かれるかたもいらっしゃいますし，違う市営住宅やその他の住宅に移って頂くというのもある

わけです。 

全体的な市の市営住宅の管理戸数というのは先ほどの建替えの関係で数十件減っていると

いうのがありますが，入居中の管理戸数ということになりますと，６月 30 日現在でございま

すので，出たり入ったりということがございますので，下の補修の件数を見て頂きましたら

581 件ということでございますので，平成 25年度，平成 26 年度を見て頂きますと出入りがそ

れだけ多くて入居者が昨年よりは減っているということになりますので，この時点 6 月 30 日

現在では，たまたま 90 件くらい減っている状態ではございますけども，実際に空き家も含め

て管理して頂いている戸数というのは，先ほどの建替えの関係で十数件変わったというのが１

つと，用途廃止で若干数減っているということで，入居数以上に管理母数は減ってないという

のが先ほどの説明で勘違いしておりましたので再度説明させて頂きました。それを訂正させて

頂きたい。 

先ほど津久井副委員長から説明されました剪定等につきましても，団地ごとでの樹木の剪

定で契約するのであれば，樹木を増やしたり減らしたりということがなければ，ある一定の時

期に切って頂くという形になると思います。空き家の補修につきましては，基本的に市側から

出す金額は１件当たりいくらというのが協定で決まっておりまして，平成 27 年度については

561,600 円ですが，年度協定書の「指定管理料の支払時期及び空家補修工事費，給湯器取替工

事費の額」の表内，中ほどの右側に１戸当たり 561,600 円と金額は決めております。この金額

でという協定を結んでおりますので，この金額より安い部分や高い部分についての差額の出金

はありません。 

津久井副委員長： それは，収入のほうですね。収入のほうは件数だけれども，支出のほうは年度計画という

ことでしょうか。 

田嶋課長： 支出の分はその都度の工事の関係というものがあると思います。 

津久井副委員長： 例えば「上宮川住宅共用部分照明器具消耗品取替事業費」について，これは照明器具消耗

品を取替た業務の件数に応じて払うものだと思いますが，平成25年度も平成26年度も84,000
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円となっているので同じ件数があったということなのか，何件であろうと年度で 84,000 円と

決めているものなのですか。 

田嶋課長： これは前者だと思います。 

津久井副委員長： それであれば，数字が合うのが不思議ですね。 

富田委員長： それでは，ただいまから指定管理者に入室いただきます。入室後，まず指定管理者から，こ

れまでの指定管理業務の概要を説明いただき，その後，各委員からの質疑とさせていただきま

す。 

      質疑は，指定管理者，または担当課のどちらに行っていただいても構いません。 

      質疑の終了時間は，遅くとも 19 時 00 分までを目途とします。 

      その後，担当課，指定管理者には，ご退室いただき，採点及び委員間での審議とさせてい

ただきます。それでは，指定管理者の入室をお願いします。 

指定管理者： 【指定管理者入室・着席】 

富田委員長： それでは，まず指定管理者のご担当の方より，これまでの管理状況等について説明願いま

す。施設の概要については，すでに説明済ですので省略いただいて結構です。また，説明の中

で，特にアピールする点，課題となっている点なども含めてご説明ください。 

      説明時間は，概ね 10分以内で簡潔にお願いします。説明の後，各委員から質疑を行います

ので，よろしくお願いいたします。 

指定管理者： 【説明】 

富田委員長： それでは各委員から質問をお願いします。 

津久井副委員長： 資料で平成 26年度と平成 27 年度の事業計画書を頂いておりますが，中身は同じですか。 

指定管理者： そうですね。中身は，踏襲した形になっております。 

津久井副委員長： 先ほど，徴収率のお話が出たのでお尋ねしますが，現年分は目標を達成できたということ

で，それは評価できるというふうに考えておりますが，一方，滞納分は目標が 11％となって

いるところ，数字としては目標を達成できていないと聞いております。この辺について，平成

26 年度も平成 27 年度も内容がほぼ同じですが，目標達成の見込みはどうなのか，あるいは課

題はどんなことがあるのか，全体的な話は伺ったので，ここに絞って伺いたい。 

指定管理者： 過年度分に関しましては，現年度で取りきれなかったものが残っているということになり
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ますので，ハードルが非常に高い状況です。場合によっては分割で，現年度分にプラス少しと

いう形でしか徴収できていないというのが現状です。方向性を確認致しまして，当然滞納です

からどんどん徴収はしていかなければいけないのですが，無い袖を振れないという人がいるの

も事実でございます。 

その中でもご理解をして頂きつつ，分割して少ない金額でも継続して頂けるようなご案内

というのを引続き粘り強くしていく他，その結果，過年度のほうにも還元ができるのかなと思

っておりますので，抜本的な対策というところはございませんが，一日一日の地道なことかな

と思いますので，今まで以上に指示して取り組むようにさせて頂きたいと思っております。 

藤川委員： 住民サービス向上の観点から質問なのですが，事業報告を拝見すると平成 25 年度から平成

26 年度にかけて，電話の対応件数が非常に増えている印象ですが，内容としては苦情とかが

増えているということなのか，それ以外のものなのか。また，アンケートをしますと提案の中

に書かれていましたが，アンケートの内容がどういうもので，且つ市の担当課とどういった情

報を共有しているか，お伺いします。 

指定管理者： 電話対応が増えてきている部分に関しましては，他の自治体さんでも同じような傾向にあ

りまして，指定管理を続けることで認知度が上がってきます。一度問合せをすると，また問合

せに答えてくれるという認知が増えてきて１件が２件になるということで，どこのセンターも

年を経るごとに問合せ件数自体は増えていく傾向にございますので，恐らく芦屋市においても

そういうことが増加原因かと思います。その中で問合せの内容としましたら，家賃に対する問

合せや減免に対する問合せというのが大半を占めている状況です。もちろん一部，騒音の問題

などの苦情関係のものがあるのも確かです。 

アンケートに関しましては，前年度になってしまいましたが，平成 26 年度３月の結果を踏

まえまして，普通も含めた５項目でアンケートを取らせて頂きました。概ね，「良い」という

のが一番多かった状況でございますから，他市と比べてもどちらかというと評価が高かったほ

うかなと思っております。当然個別のデータも提出をさせて頂いておりますので，細かいご指

摘，コメントで記載して頂いている部分も含めて情報共有できていると思います。残念ながら

前年度分の中ではアンケートは実施できませんでしたので，10 月に改めて同じ項目でアンケ

ートをさせて頂く予定です。 

昨今，「普通」となるとどちらになるのか分からないケースもありますので，出来れば４項

目の形でのアンケートにして，それが良いに転ぶのか悪いに転ぶのかというところも判断して，

継続していきたいと思っています。住宅課との連携は同じ庁内でございますので，親密に取れ

ていると理解はしておりますので，引き続き関係を築いていければと考えております。 

田嶋課長： 補足でございます。電話応対につきましては，先ほど本市の事業計画の中で用途廃止の住

替え関係の問合せがかなり多くなってきております。平成 28年度を目途としておりますので，

その関係で「ここの住戸に入りたい」とか，「今空いていますか」という問合せが多いという

ように，指定管理者より聞いております。 



11 

山城委員： 選定した際に，最終の集計表を見てその中で非常に高得点を取っている２つの箇所につい

て，現状をお聞きしたい。私自身認識が足りない部分があるかと思いますが。事業計画書（２）

の管理体制「ウ 管理の質及び利用者サービスの向上の取組」の中で，先ほどのアンケートに

関して「※アンケートＢＯＸは受付設置。随時利用者の意見を募ります。」とありますが，こ

れがあるのかないのか。もう１点は，そういった利用者の意見が随時アンケートＢＯＸに入っ

ているかどうか。 

その下に「高齢者・子どもがいる世帯を把握し，きめ細やかなサービスに反映します」のと

ころに「住戸管理一覧」とありますが，こういったものを作っておられるのかなというのをお

聞きしたい。事前配布資料⑦の様式２－４の（４）運営の取組「イ 住民のコミュニティや自

治会活動の支援について」ということで１つ目の「団地住民のコミュニティ形成を支援します」

ということで実施内容例が３つ程載っていますが，こういった実施内容例として挙げているも

のを今何か実施されているものがあれば教えて頂きたいと思います。 

指定管理者： 各住宅に集合ポストというものがございます。そこの空き室になっているところを利用し，

満室であれば廃止住宅から頂いた集合ポストを分解して入居者様のポスト横に置かせて頂い

ています。 

山城委員： 現地に置いているのですか。 

指定管理者： はい。「アンケートだけの返事ではなく，何でも使ってください」というように門戸を広げ

ています。今後１冊にまとめたいと思っています。我々でしか開けられない鍵を付けておりま

す。これが概ね 80％の団地，住宅に設置しておりますので。 

指定管理者： 「高齢者・子どもがいる世帯を把握」について，もちろん我々はデータを持っております

ので把握そのものはしております。もともとここで掲載させて頂いているデータというのは各

自治会さんとの共有ということを目的に他市で行った例を掲載させて頂いております。正直申

し上げて，芦屋市では自治会との共有まではちょっとまだ出来ていません。個人情報の部分も

ございまして躊躇しております。どちらかというと自治会のほうで情報を収集して頂いて我々

がまとめるという形にすれば，個人情報も自治会の中で同意を頂いたという形になりますので，

可能かもしれませんが，我々のデータをそのまま使用するわけにはいきませんので。センター

内では把握しておりますけれども，本来ここで掲げておりました自治会さんとの共有に関して

はまだです。ただ，本来は非常に良いことで，有事の災害対応も真っ先に助けないといけない

人がどこかということを地元の方には分って頂く必要がございますので，ここはこれから手を

付けてまいりたいというところでございます。 

コミュニティ形成について，これも先ほど課題として申し上げました，コミュニティ形成

そのものに関してはまだまだ薄いものがあります。もちろん自治会との連携というのは，取り

組むべき方向であり，資料に記載しておりますイベントについてはまだまだこれからの部分か
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なと。 

指定管理者： 関電のエルホームさんがイベントをやっているときに，ご挨拶を兼ねてうちからも職員が

必ず１人行って参加させてもらっています。 

田嶋課長： 追加補足で，指定管理者から報告を受けている中では，消防訓練・避難訓練等については

各住宅の範囲でやって頂いています。その分につきましても，管理人と指定管理者はかなり密

に情報共有しておりますので，管理人を経由してコミュニティの関係で防災訓練を実施します

と貼り紙やお声かけというのはして頂きながら，ご高齢のかたに出て来て頂いてお顔が見える

ような形というのも，高齢者住居の中も含めましてそういったコミュニティというのは行って

いると聞いています。 

ただこれは全住戸ではございませんが，管理人をキーパソンとしながら，防災訓練という

イベントを行うことで，なるべく高齢者の方を引き出し，コミュニティを形成する仕掛けをし

ているという報告は受けています。 

津久井副委員長： 管理人とは日本管財の方ですか。 

田嶋課長： 違います。 

指定管理者： 入居者の中から委嘱をして，窓口となって頂いています。 

津久井副委員長： 入居者兼管理人ということですね。事前配布資料⑦の最後に「人件費の内訳」が載ってい

て，管理センター長というのは２年間異動がないということですか。 

指定管理者： そうです。着任したところです。 

津久井副委員長： この表の中で「現行徴収員」というのがあって徴収ご担当がいらっしゃるようですが，事

前調査報告の結果を伺った際に，特定優良賃貸住宅の収納業務を同じ方がされているというこ

とですよね。この「現行徴収員」のかたは専従ではなくて，他業務もされているのですか。 

指定管理者： 専従です。 

津久井副委員長： 事前調査の結果というのは指定管理者のかたは見ておられますか。 

指定管理者： 見ておりません。 

津久井副委員長： 今回の市営住宅の領収書と特定優良賃貸住宅の領収書について，領収書綴りは同じものを

使っているということで，ごちゃごちゃになっているという指摘があったようなのですが，別
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の人が同じ綴りを使ってやっていたということですか。 

指定管理者： 外部へ決まった時間，決まった日に徴収がありまして，例えば市営住宅にお住まいのかた

の徴収終わったので，近くに特定優良賃貸住宅にお住いのかたもいらっしゃいますので，同じ

人が，同じ冊子をそのまま連続使用して使います。 

津久井副委員長： 特定優良賃貸住宅の収納業務は？ 

指定管理者： その徴収員が兼ねてやっています。 

指定管理者： 日本管財（住宅管理センター）そのものでお受けしている形になっていますので。ご指摘

のとおり領収書は分けるべきものかもしれませんが，業務としては特定優良賃貸住宅も含めて

お受けしている形になっていますので。徴収そのものは専従ですが，市営住宅も特定優良賃貸

住宅も両方しているという形となります。 

津久井副委員長： 「人件費の内訳」に出てくる徴収担当，現行徴収員 60代のかたというのは，徴収の専従だ

けれども，市営住宅の指定管理業務と別に受託している特定優良賃貸住宅の使用料の回収と両

方を兼務しているという形になるのですか。 

指定管理者： 弊社的には市営住宅の管理も特定優良賃貸住宅の管理も一緒にセンターにまたがって受託

しているという部分がありまして，対象団地が市営住宅なのか特定優良賃貸住宅なのかの違い

という認識をしておりまして，違う契約をまたがってやっているという認識は正直ありません

でした。細かいことを言うと，市営住宅と特定優良賃貸住宅は別物になりますからそのような

形になろうかと思います…。 

津久井副委員長： これは例なので実際は違うかもしれませんが，この資料に出てくる給料が 362,000 円はこ

の方に割り当てられている分については実際に徴収員の人にその金額がいっているわけでは

ないのか。 

指定管理者： そういうわけではありませんが，基本的には市営住宅で徴収している業務の中できちんと

支払っているという形にはなっています。 

津久井副委員長： 人件費は毎年 36,192,000 円ということで固定となっているわけですが，実際携わっている

９人の給料の総額とは一致しているわけではないのですか。 

指定管理者： ８人です。１人は臨時職員です。実際定数は８人になっているのですが。 

津久井副委員長： 例えば先ほどの現行徴収員のかたが，30 万給料をもらっているとして３分の２が市営住宅
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20 万円分，特定優良賃貸住宅が 10万円分というふうに仕分けして，市営住宅の分を積算する

と 36,192,000 円になるというふうになっているとしたら，なかなかそれは大変な作業だと

思いますが。 

指定管理者： そうではないでね。市営住宅の分だけの積算になっています。 

津久井副委員長： よく分からないです。分からないということで分かりました。 

藤川委員： 各年度の事業報告に付けてくださっている収支の中の支出の金額が，平成 25 年度も平成 26

年度も同じ数字のものが多々あります。しかも丸い数字で。なおかつよくよく拝見すると，当

初提案されたときの事業計画に付いている指定管理料の算定根拠となっている数値とほとん

ど同じものを上げていると。事業報告は，あくまでも事業を実施した結果で，金額面で計るた

めの資料に過ぎないとはいえ，一応これでもって業務を適正に執行しているか判断する資料に

は違いないので，事前調査の中でも，実際に掛かった金額とは違う，あくまでありきの数字で

はなかろうかという疑義が生じるコメントも一部見られましたので，適正な処理をお願いした

いと思います。 

指定管理者： それに関しましては当初の収支計画を立案する際に，これは我々指定管理者側の考えかも

しれませんが，指定管理者である日本管財から建物管理会社としての日本管財に発注している

イメージで積算をさせて頂いています。報告の際も同じ方針ではあるのですが，我々センター

としてうちの建物管理部門に発注する金額をその支出という形で報告させて頂いていたとい

うのが現状でございます。昔はそれで成り立っていたことも結構あったのですが，じゃあ実際

に直接掛かった経費としてはどうなのということになりますと，そこから更に再委託業者とい

う形になってくる業務も一部ございますので，所管課ともどういう表記が適切なのかというこ

ともご助言頂きながら，今年度については改善したいと思います。 

富田委員長： 時間になりましたのでここで質疑を終了します。 

      指定管理者，担当課の方々におかれましては，ここでご退席ください。 

      ありがとうございました。 

担当課・指定管理者： 【退席】 

富田委員長： それでは採点の作業に入りたいと思います。当日配布資料の４に書かれてあります，採点表

ですね。お手元の採点表をまずすべてご記入ください。ご記入いただきましたら，事務局へ提

出願います。 

各 委 員： 【評価について審議・採点表記入】 
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事 務 局： 書き終わりましたら，順次事務局のほうでお預かりさせて頂きます。 

各 委 員： 【採点表提出】 

事 務 局： 【採点表を集計】 

藤川委員： 毎年，年度初めに，もともと事業計画に基づく指定管理料が当初の選定時にあって，本当

にそれでいくか協定を結ぶと思いますけど，一方で移転集約の話もあって，住んでおられるか

たの状況が年度ごとに変わっていく中で，この金額で本当にいいのかというのが議論に挙がる

べきであり，なおかつ，本来の支出の実績を基に毎年見直す議論をすべきです。本当の実績は

今年はこうでしたと，正しくあるべきだと思いますけど。指定管理料ありきで恐らく推定にな

らざるを得ませんが，同じ金額で毎年…というように見えてしまいます。 

事 務 局： 多分そういう実態を次の選定のときに議会にかけたときに議会からも過去５年間の実績を

見ておかしいという話になると思います。 

藤川委員： 平成 25 年度，26 年度の評価はもとより，今後移転集約直前年度に向かう年度の中で指定管

理料が一緒っておかしいのではないか，という話になると思います。 

藤川委員： 難しいですが，対象期間の事業の評価としてどうかという話でいうと，純粋に「実績は実

績でちゃんと集計するんですよ」と極めてシンプルな指摘といえば指摘ですが，指定管理期間

全体でみると重たい話です。 

事 務 局： 現在集計中ですが，特記事項に書かせて頂くような中身として，収支の支出の部分に関し

ての表現の仕方。もう１つは，毎年の指定管理料そのものの決め方のところも住宅の建替えで

大きく変動のある部分でずっと継続的に同じ金額でいいのかどうかという問題。津久井副委員

長からご指摘のあった別途委託をしている徴収業務の部分の人件費と指定管理料で払ってい

る人件費とが上手く切り分けができていない，曖昧さが残るという面。そういった点は表現を

させて頂いたほうがいいですかね。 

富田委員長： 徴収率はかなり高いです。 

富田委員長： コミュニティを頑張っていますというのは行動が伴っていると思います。 

事 務 局： 【採点集計した採点結果表を配布】 

富田委員長： 採点が済んだようですので，事務局から説明をお願いします。 
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事 務 局： 【採点結果及び評価案を説明】 

富田委員長： 「Ａ」にはならないと思いますが，「Ｃ」にする必要があるかどうかというところですが，

事業収支の点を除けば，概ねそんなに問題はないかと。特に徴収率はむしろ良いということに

なりますので。 

藤川委員： 下げる必要があるかどうかですよね。 

富田委員長： 私としては「Ｂ」のままかではないかと。事業収支のところで減点があって，徴収率のと

ころで加点があって，結局「Ｂ」のままということで，私としてはいいのではないかと思いま

すが，他のご意見があればおっしゃってください。事業収支のことを致命傷にするほどのこと

かなと。 

藤川委員： この平成 25 年度，平成 26 年度の評価として，支出の実績数字が計画のままになっていた

ということに関しては，正しくご報告くださいと，この１点につきます。それについて評価を

下げるべきかどうかという話よりは，この結果で私としては違和感がなく，どちらかと言えば，

今後のほうが気がかりです。 

富田委員長： それではよろしいですかね。本施設の評価につきましては「Ｂ」といたします。その後の手

続について，事務局から説明願います。 

事 務 局： 本日審議いただきました内容をまとめて評価票の案を作成いたします。案が作成でき次第，

各委員の皆さまに，送付させていただき，内容をご確認いただきます。その確認後，評価票と

して確定させ，富田委員長名により市長への報告書として，作成します。 

また，本日の会議の議事録につきましても，案がまとまり次第，各委員の皆さまに送付さ

せていただき，内容をご確認いただきます。 

最終的には，評価結果及び議事録をホームページにおいて，公表させていただきます。 

富田委員長： 各委員におかれましては，後日，評価内容及び議事録の点検をよろしくお願いします。市

におかれましては，委員の皆さまから示された意見等を，指定管理者とも十分協議の上，今後

の施設の管理運営に反映していただきますようお願いします。  

 以上で，審議は終了します。 

 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。 

               以上 


