
平成２４年度第１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５月２４日（木） ８：３０～１０：５０ 

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 

      松本住宅課員 

事 務 局 都市環境部住宅課 

会議の公開 ■公 開 

傍 聴 者 数 ０人 

 

１ 会議次第 

（１）開会 

（２）委嘱状交付 

（３）市長あいさつ 

（４）出席者自己紹介 

（５）会議運営に関する説明等 

（６）副委員長の指名 

（７）議題 

市営住宅等の管理の概要 

募集要項及び仕様書の検討（審議事項） 

審査要領及び選定基準の検討（審議事項） 

（８）次回以降の会議日程調整 

（９）閉会 

 

２ 提出資料 

  資料１ 委員名簿，日程（案） 

資料２ 募集要項，仕様書及び別表（一覧表） 

  資料３ 審査要領及び選定基準 

市営住宅等の市内位置図 

収納統計一覧表（住宅使用料，自動車保管場所使用料等） 

資料４ 参考資料  芦屋市営住宅等への新規入居方法について 

市が行う業務と指定管理者が行う業務の区分 

一般会計歳出の状況（過去３年度分の決算額） 

公募時に追加添付する業務参考情報資料 及び 関係する例規等（抜粋） 
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３ 審議経過 

  開会 

・本委員会の設置は，芦屋市附属機関の設置に関する条例第２条基づくもので，常任の委員は

現在既に委嘱中。その期間は平成２４年７月１４日まで。 

新たに選任する２名の方について委嘱状交付 

・市長挨拶，出席者自己紹介 

・提出資料確認，附属機関運営の一般原則（会議及び会議録の公開方法）の確認 

ただし。公平公正な競争を経て選定に至る必要があるため，採点方法等の詳細を審議する

第２回以降の会議については原則非公開となることを確認。 

・芦屋市指定管理者選定委員会規則第２条第２項に基づき，既に互選により朝沼委員長が就任

されていることと，本日は委員全員が出席で同規則第３条に規定する会議開催要件を満たし

ていることを確認。 

・芦屋市指定管理者選定委員会規則第２条第４項及び第５項に基づき，委員長によって「津久

井委員」を副委員長に指名。 

 

（委員長）   それでは，施設の説明「（１）市営住宅等の管理の概要」と，審議事項の「（２）

募集要項及び仕様書の検討」は，相互が密接に関連するものと思いますので，事務

局より一括して説明をお願いします。 

 

・事務局 細井から，「募集要項，仕様書及び別表（一覧表）」「参考資料」の要点を読み上げ

説明。 

 

（遠藤委員）  募集要項で応募時に添付すべき資料としている（エ）法人等の財務状況に関する

書類について，会計監査法人となっているが一般には会計監査人である。 

また，法人の種類によって財務書類の名前は違うので，列記されている添付すべ

き財務書類について，例示とした方が良い。 

 

（事務局 細井）修正します。 

 

（遠藤委員）  民間所有と説明のあった特定優良賃貸住宅の管理運営についても指定管理の範囲

内とするようだが，指定管理は公設の施設が基本なのでは。 

 

（委員長）   特定優良賃貸住宅とはどういった仕組みなのか。市営住宅と特定優良賃貸住宅と

では指定管理者が行う業務も違ってくるのかも合わせて説明願います。 

 

（事務局  細井）芦屋市が特定優良賃貸住宅を管理運営している根拠は，特定優良賃貸住宅の供給

の促進に関する法律と芦屋市特定優良賃貸住宅制度実施要綱です。 

民間所有者が自身の土地等に，一部は国の補助を受けつつ，自身の費用で建設し

た住宅について，県や市といった公共団体が一括で借り上げ，中堅所得者へ優良な

賃貸住宅を提供するというのがその趣旨です。 

公共団体は，借り上げ料を支払う一方，管理経費としてその一部を受け取り，管

理業務を受け持っています。例えば外壁改修のような改修については民間所有者が

行い，補修工事や設備の維持管理の一部は市が行うといったことです。 

空家補修や一般修繕など取り扱っている業務の中身は一般の市営住宅と全く同

じですので，当初は指定管理者としての契約とは別に業務委託契約を結ぶという方

法も考えていましたが，他市で事例もあり契約事務が増えてしまうだけとの事務上

の観点から一括しています。 
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（青田部長）  特定優良賃貸住宅について，公の施設としての設置管理条例を設けていれば，指

定管理の対象にすること問題はないが，本市は要綱ですので，地方自治法第２４４

条の２による公の施設での指定管理という大原則に含まれるかを調べ直します。 

 

（副委員長）  それと合わせ，募集要項だけを見ている限りでは特定優良賃貸住宅の業務範囲が

分かりにくいので，参考資料の３「市が行う業務と指定管理者が行う業務の区分」

で特定優良賃貸住宅部分も示せば明確になる。 

一括借り上げの仕組みについても，法や要綱の抜粋などを参考資料に追加するな

どして，理解し易くする工夫をお願いします。 

 

（遠藤委員）  芦屋市の指定管理者制度の導入も長くなってきた中で，以前は初めての施設の多

くが１回目は３年であったが今回は５年と長くなっている。長くなるからこそ導入

後の市による毎年の業務実績のチェックがより重要になる。 

細かいところまでチェックするのは指定管理なので 低限の話であり，あとは民

間の創意工夫で業務の効率性有効性も上がっているかということになると思う。 

収納率といった指標も設けているようだが，特にこういう部分をチェックすると

いう点をあらかじめ考えておき，示唆しておいた方が双方にとって良いのでは。 

  現時点で考えていることがあれば，示して欲しい。 

 

（事務局  細井）重点的にチェックするべき部分は，後ほど審議していただく選定基準表で１０点

のポイントを配している項目であると考えています。 

 

（青田部長）  年間，四半期ごとも含めチェック・評価をしていき，足りないところがあれば指

導し聞き入れなかった場合は中止・取消もあり得る旨は記入しておいたほうが良い

ので，委員のご指摘は当然かと思う。 

 

（遠藤委員）  住宅使用料等の滞納処理事務については，他の業務と同様に指定管理者の工夫の

しどころではあるが，どこまで対応するべきだということなのか。 

        収納統計一覧表で，現年分の収納率約９８％に対し滞納分は９％弱であるように，

滞納者からの徴収というのは様々な背景やトラブルも予想され，どの程度までする

べきかの判断が難しい。 

重要な指標となる徴収率に関わる滞納処理事務について，訴訟以前にも市のバッ

クアップが必要になってくるし，それが指定管理者の業務範囲にも関わってくるだ

ろうからその記載があった方が良いのではないか。 

 

（事務局  細井）現在も徴収業務については業務委託契約で民間企業を入れていますので，滞納処

理事務について，その仕様等も併せて公募時参考資料等として明示することで，更

に分かり易く工夫します。 

委員ご指摘のとおり，滞納分の取り扱いには苦労がつきまといますが，指定管理

者が徴収を担う滞納分は，現在も入居中で現年分は何とか支払えるが過去の一時期

の滞納分について納付誓約を結び分割で納めている方が大半ですので，現在の水準

は保てると考えています。 

 

（青田部長）  住宅使用料滞納者には多重債務者もあり，生活の根拠を奪われると余計に他の支

払い分へ影響が出てくる。そこで現年分の滞納を出来るだけ発生させないように，

急な病気や失業の場合に市へきめ細かい連絡をするなどということも，選定の際に

考慮していきたい部分です。 
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（委員長）   滞納者は額が大きくなればなるほど支払い意思があっても対応できなくなるのが

現実であり，初期対応が大切なことはそのとおりだと思います。 

 

（山﨑委員）  市内全域を一つの法人等ないしは連合体が担うのか。 

複数の方が，業務実績についての競争も生まれ，チェック・評価がしやすいので

はないか。 

 

（事務局  細井）西宮市や尼崎市では市南部，市北部と分けてそれぞれ選定していますが，芦屋市

は市の規模が小さく，管理戸数も特定優良賃貸住宅を除いて１,７６５戸であり，

スケールメリットを考えると分割は難しいです。 

  市内での比較は出来ませんが，行政間で連携することにより他市の指定管理業者

の評価との比較は可能です。 

 

（副委員長）  募集要項の基本方針に，阪神間における優良かつ閑静な住宅地として内外から認

識されている，入居者や近隣住民の声を大切にしてとある。 

これは一般的には入居者の管理が適切に行われれば合格点だと考えられる公営

住宅の管理において，芦屋市の場合はそれに留まらず環境や近隣との関係といった

ところまで範疇にすると読める。 

しかし，仕様書なり選定基準を見てもそういった部分がどれくらい具体的に反映

されるのか分かりづらい。募集要項ではこの程度の表現にならざるを得ないのかと

思うが，芦屋らしいとはどういうことで，どのように評価するのか。 

 

（事務局  細井）市営住宅に限らず，不法投棄や割れた窓ガラスが放置されていると，その近隣の

環境は徐々に荒廃していくと言われています。 

そうならないよう，仕様書で規定する補修や清掃，残置物の撤去等を適切に行う

とともに，指定管理者だけでは出来ない部分は住民との連携を整えていくことを実

現することで，住環境を高い水準で維持していくことが大切であると考えており，

仕様書と後ほど審議していただく配点の部分で考慮できればと考えています。 

 

（副委員長）  後で審議する選定基準において，管理の質やサービス向上，自治会活動への支援

に比重が重く置かれているのはその辺りのことがイメージされているということ

ですね。 

 

（事務局  細井）そのとおりです。集合住宅の建物管理が 低限できていれば良いというわけでは

ないことが，公営住宅管理の中で実現できる芦屋らしさだと考えています。 

 

（副委員長）  公営住宅を含めた芦屋市の住環境全体について定めている条例なり指針なりはあ

るのか。あるのならそれらを守っていくことも指定管理者には求められるのか。 

 

（林部長）   芦屋市は全市景観地区です。市営住宅も建て替えを進めていますが，その場合は

行政が責任を持って景観に配慮しています。 

また，住みよいまちづくり条例で民間が建てる建築物においても事前に申請して

いただいておりチェック機能も持っています。 

芦屋らしさの住環境や景観面は行政が指導しているなか，市営住宅の維持管理に

直接適用されるわけではありませんが，そういった目で市も見ていきます。 

 

（委員長）   芦屋らしさを明文化するのは難しいが，住民は他市に比べ芦屋が清潔なことを誇
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りに思っている。自治会なり地域住民の清掃活動をはじめ，ゴミの出し方等を積み

重ねて清潔なまちづくりをしてきたことが大きいとは思うので，その辺は大切にす

べきことと思う。 

 

（山﨑委員）  問題を引き起こす入居者への対応について，例えば，住宅を物置として使用して

いたり，外国に行っていたりして本人達がそこに住んでいない場合，対応次第では

家賃滞納にも繋がるだろうが，どのように対応するのか。 

 

（事務局  細井）公営住宅は，借りたのに実際に住まないこと自体が明け渡し事由になります。 

この事例について，電話連絡を試みたり，郵便受けや電気メーターを確認したり

して居住状態を調査するのは指定管理者の業務です。その記録を市が引き継ぎ，明

け渡し等へ向けて具体的に動いていくという流れになります。 

 

（遠藤委員）  駐車場の現状について，元来市営住宅等は低所得者の住環境を整えるということ

が重要で，駐車場の設置は考えていないという自治体も多いが，芦屋市の状況はど

うか。 

 

（事務局  細井）芦屋市では住みよいまちづくり条例等により集合住宅には一定数以上の駐車場を

確保しなければなりません。 

市営住宅についても，平成以降に建設した市営住宅等には別表に記載のとおり一

定数を設置してきており，それぞれ８千円を基準に使用料を徴収しています。 

また，委員のお見込みどおり古い公営住宅には駐車場がありませんが，古い団地

には昔から住まれている高齢の方も多いので，駐車場を使用されていないか，近隣

の駐車場を借りていただいているのが現状です。 

逆に，一定台数の駐車場を確保している住宅では空が出ている状態であり，空が

多い場合は目的外使用という形で一般の方にも貸し出します。この場合は，団地ご

とに近隣の相場が使用料設定の目安になります。 

 

（委員長）   審議を進めてきましたが，募集要項及び仕様書に関して，質問や意見等はありま

せんか。なければ次の審議事項に入っていきます。 

 

＜委員賛同＞ 

 

・事務局 細井から「（３）審査要領及び選定基準の検討」について，提出資料に基づき説明。 

 

（委員長）   他市の例であるように応募が１０を超える法人等からあった場合，選定方法はど

うするか。書類審査で足きりする二段階選定にしないと時間がかかりすぎる。 

しかし，二段階選定だと書類上で一度採点するわけであり，面接の際には一応の

点数，順位というイメージを持って，元の書類と併せて再度審査を行うことになる。 

 

（副委員長）  二段階選定にするのはやむを得ないと思います。多くなればなるほど１社あたり

の面接時間が限られる。面接というアピールの場を用意する以上，それなりのプレ

ゼン・質疑応答の時間を設けることが審査をする方，される方双方に有益だと考え

ます。 

 

（委員長）   二段階選定にする場合，第一次審査で何社程度まで絞り込むべきだろうか。 

 

（副委員長）  一つのところでプレゼン１０分と質疑等に１０分の時間を取るとすれば２０分か
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かります。公平に審査できるよう集中力を保てるのは長くても２時間とすれば，せ

いぜい６社が限度ということになります。 

 

（委員長）   たしかに１０社を超えると書類と面接による採点を公平に行うというのが難しく

なるかな。 

 

（青田部長）  複数選定に携わった事務局としては，現実としては１０社を超えるような場合は

書類だけで膨大になり，それらと面接とを併せて採点するというのはかなり難しい

と考えます。一定程度書類と面接を合わせて公平に見るには５社程度が限界ではな

いかと思われます。 

面接でのプレゼンで点数が大きく上乗せされることもありえるが，住宅管理はプ

レゼンに見られる企画力よりも書類から一定判断可能な管理業務を適切に遂行で

きるかが必要なのでは。 

 

（山崎委員）  ちなみに大学では書類選考で順位を決め面接でその妥当性を諮るといった方法を

取ることもある。 

 

（委員長）   住宅管理は，他の公共施設の指定管理と異なり，不動産管理会社，マンション管

理会社，設備管理会社などの民間の受皿が多いうえに，ＪＶを組まなくても単独で

応募しやすいなどの特徴を考えると，５社を超えるような場合は一次書類審査をし

て５社程度までカットすることとします。 

        ただし，６社程度ならば全部面接すれば良いとも考えられるので，公募の際は，

そのような表記でお願いします。 

 

＜委員賛同＞ 

 

（事務局  細井）書類審査で概ね５社に絞った後の，面接審査の採点集計は，書類審査分と合算な

どは行わず，また白紙から採点した面接の採点結果のみが 終結果となるという方

式でよろしいですか。 

 

（委員長）   そうです。同じ人間が選考するので，大きく変わることは無いと思うが，書類選

考時の採点に拘束される必要はないということです。 

 

（遠藤委員）  書類選考の前に，事務局のほうで失格とするべき法人等の除外はお願いします。 

 

（事務局  細井）了解しました。 

 

（委員長）   選定基準について，審査項目や配点ウエイトについてはどうか。 

 

（遠藤委員）  市民の代表である議会で注目されている部分などについては，評点で配慮しなけ

ればいけないと思うが，動向はどうか。 

 

（林部長）   指定管理者導入に向けた条例改正審議の中で出た意見としては，一つは市営住宅

に限らず市民の税金で作った公の施設を民間企業の利益に繋げる指定管理者制度

自体への批判，二つ目は個人情報保護，三つ目は家賃徴収が債権回収会社並みに強

化されないか，四つ目は現在の入居者への周知ができていないのはどうか，という

ものでした。 

周知については決まれば当然行うべきものとして，主だった点は以上です。 

6/9 



 

（青田部長）  入居者の高齢化率が高くなってきているので，特に，独居の高齢者に対し何か異

常があった際にきめの細かい対応ができるのかという部分も要望としてあったか

と思う。書類審査なり面接でそういった細かい部分も出来る会社かということは見

ていただけたらと思います。 

 

（遠藤委員）  高齢者について情報を取ってくるというような仕事を，どのように採点するのか。 

例えば，審査項目の６番目にその他という項目を追加した方がよいのか。もしく

は今ある５つの大きな審査項目の中のどこかに当てはまると考えているのか。 

 

（事務局  細井）先ほどの芦屋らしい環境整備の問題と似ており，高齢者に対するケアについても，

どういった観点からかという話になります。 

住宅管理の観点からすれば，それは緊急時の対応ということで，審査項目（２）

ア「管理体制について」の部分を想定しています。 

なお，先ほど議会の話で出ていた個人情報の保護については，「個人情報保護の

措置について」で重点的に扱おうとして１０点を配しました。 

 

（遠藤委員）  近姿を見ないというような情報の把握等の高齢者に対するケアが「管理体制に

ついて」の部分ならば，高齢化社会における大事なこととして配点ウエイトを上げ

る必要はないか。 

 

（山﨑委員）  高齢者のケアは「住民のコミュニティや自治会活動の支援について」の項目でみ

る方が適切ではないか。 

また，この項目について言えば，管理する団地には全て自治会活動があるのか。

無い，若しくは不活発な場合に支援するのも指定管理者の仕事なのか。自治会活動

の内容が独居やＤＶ，災害時の減災・自主防災といった住民共助の問題に大きく影

響するので，とても大切な項目になる。 

しかし，指定管理者が自治会活動に対し行える支援とは何なのかを応募者が具体

的にイメージして臨んでくれないと採点の仕様が無くなる可能性もある。 

 

（副委員長）  結論としてこの配分でいいという前提で意見を申し上げます。 

「個人情報の保護」については，どの応募者も厳しく遵守しますとの回答が予想

されるため当初は１０点ではなく５点でいいのではと考えていたが，議会の議論も

踏まえ，ここはこのままで良いと考えます。 

さらに，各委員の話からも，ここをもう少し実践的な提案ができるかを見る項目

にできればと思う。具体的には，老人をはじめとする災害時要援護者の情報共有に

ついて，緊急時に個人情報を過度に護ることのマイナス面が災害時の教訓で明らか

になっている。 

緊急時に情報を抱え込まず共有という形で発動できるかというような点を提示

してくるかをこの項目で見ていこうと考えている。それは（４）イのコミュニティ

支援とも連動すると思う。 

また，（２）アの点数を上げてしまうと管理体制に配点が重くなり，管理一辺倒

に見えるようになってしまいます。 

このようなことから，先ほど住宅課長から，高齢者のケアは（２）アで見るとの

回答があったが，むしろ（４）イや（２）のイ含め，全体の項目で見ていくとした

方が良いのではないか。 

 

（事務局  細井）山﨑委員のおっしゃるとおり，住民のコミュニティや自治会活動というのは，行
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政でも支援が難しいものですので，応募者からのこういうこともできるという提案

を以って，それが具体的かつ達成可能なものであれば採点としても高くなるのでは

と考えています。 

また，副委員長からもご指摘どおり（４）イについてはトータルな部分で見れる

項目になるよう募集時に工夫します。 

 

（山﨑委員）  審査項目（４）ア「ペット飼育等への具体的な対応方法」について，現在はペッ

ト飼育は駄目なのか。駄目ならば居住者の方から要望は出ないのか。 

 

（事務局  細井）ペット飼育を認めて欲しいとの要望をまとまった形で受けたことはありませんが，

現に複数の方が飼っていらっしゃるので，飼育に反対される方との間で対応に苦慮し

ています。 

 

（山﨑委員）  ということは，飼育禁止ということ自体が現実に合わなくなってきているという

ことではないか。 

 

（事務局  細井）民間のマンションでは，規則に従えばペット飼育可という方法も増えていますの

で，この流れの中で公営住宅をどうするのかというのは，市としての一つの大きな

課題です。 

しかし，管理面での現状としては，飼育が表立った場合には，知人に預けるなり

して手放すようこまめに指導をしているに留まっています。審査基準では「具体的

な対応方法が示されているか」としましたが，市がやっていることの延長線上の提

案がなされるものなのかなと考えています。 

 

（委員長）   意見も出揃ってきたようですが，選定基準について審査項目や配点ウエイトは，

これまでの審議どおりで良いですか。 

 

＜委員賛同＞ 

 

（事務局  細井）選定基準について，どうすれば何点といった採点の基準自体は選定委員会固有の

ものですが，どこにウエイトがあるかは応募者にも分かる方が実質的な提案につな

がり良いのではと考えます。 

項目と配点ウエイトについて明示して公募する方法を採って良いですか。 

 

（遠藤委員）  開示して良いと思う。開示しているケースは多く，事前に目を通しハード面だけ

でなくコミュニティのようなソフト面の提案も必要だと事前に分かって考えてき

てもらう方が選定もしやすい。 

 

（副委員長）  積極的に開示すべきだと思う。先ほど話した個人情報保護について，仕様書でも

選定基準でも守ることばかりが書いてあるので，個人情報の保護の趣旨や，総務省

その他で出している災害時の対応という特別なものがあるので，そういったものを

周知する，習熟しておくということについても触れるべきだと思う。 

 

（青田部長）  災害時の個人情報の取扱いについての適切な運用といった表現でよいか。 

 

（副委員長）  良いと思う。 

 

（委員長）   では，選定基準の審査項目について配点ウエイトも含め公募時に開示することと
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します。 

 

（髙原委員）  募集要項等と併せて，本日配布の参考資料は全て募集時に開示するのか。 

例えば，収納率の水準が事業計画に求められているので，参考資料中の「収納統

計一覧表」が参考になると思うが。 

 

（事務局  細井）基本的には開示を予定しています。特に収納率については，委員ご指摘のとおり

ですし，過去の実績として既に公開していたものでもあり，まとまったかたちで応

募者に見てもらえるように必ず添付する予定です。 

その他の資料も，出来るだけ芦屋市の実態を把握してもらった上で，民間のノウ

ハウを加えた提案を受けるといったかたちに持っていきたいので開示します。 

 

（髙原委員）  芦屋市域では市営住宅等の指定管理は初めてなのか。初めてでなければ，必要と

なる項目もあるが。 

 

（事務局  細井）初めてです。 

 

（委員長）   全ての議事が終了したので，これで閉会とします。 

 

本日審議された，特定優良賃貸住宅の扱いをはじめ，仕様書等への追記等については，事務局の

責任で修正した後，日程どおり公募を開始することの確認と，次回開催日程を調整し閉会。 
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