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（様式第１号） 

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 令和２年１０月２７日（火） １４：３０～１７：００ 

場   所 芦屋市役所 東館３階中会議室 

出 席 者 委員長   倉本 宜史 

副委員長  三輪 康一 

委   員  藤川 千代 

      辻 正彦 

市出席者  住宅課 課長 平見 康則 

      住宅課 係長 福岡 慶起 

事 務 局  企画部 部長 田中 徹 

マネジメント推進課 課長 島津 久夫 

      マネジメント推進課 主査 岡本 将太 

      マネジメント推進課 係員 井上 裕士 

      コンサルタント 角田 達哉 

      コンサルタント 岡 大貴 

事 務 局 マネジメント推進課 

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 人 

１ 会議次第 

（１）開会 

（２）あいさつ

（３）委員長・副委員長選出

（４）会議運営に関する説明等 

（５）議題「外部評価（審議事項）」

（６）その他

（７）閉会 
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２ 資料 

資料１ 次第 

資料２ 委員名簿・出席者名簿 

資料３ 委員会タイムスケジュール 

資料４-１ 評価審査要領  

資料４-２ 評価基準 

資料５  第三者評価結果（案） 

資料６  芦屋市指定管理者選定・評価委員会報告（案） 

資料７ 施設及び指定管理者の調査票（概要等の記載） 

資料８ 施設のパンフレット等 

資料９ 仕様書（今期指定期間） 

資料10 事業報告書（今期指定期間） 

資料11 年度評価表（今期指定期間） 

資料12 事業計画書（令和元年度） 

資料13 公募時の事業提案書・選定時の採点集計表 

資料14 マネジメント推進課事前調査報告書 

資料15 基本協定書（今期指定期間） 

資料16 年度協定書（令和元年度） 

資料17 法人等の財務状況に関する書類 

資料18 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 

資料19 指定管理者選定・評価委員会規則 

資料20 施設の設置管理条例 

３ 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。 

４ 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２条第１項及び第２項により委員の中からの互選で倉本委

員が委員長に選出され，同条第４項の規定に基づき，倉本委員長の指名により，三輪委員が副委員長に

選出された。 

５ 審議経過  

倉本委員長 事務局より審査要領の説明をお願いします。

事務局 【資料４の「評価審査要領及び評価基準」と資料５の「第三者評価表（案）」に基づい

て，審査要領の説明】

倉本委員長 ただいま事務局から説明がありましたが，質問はございますか。

各委員 【審査要領について質疑・応答】 
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倉本委員長 それでは，事務局で作成した審査要領で進めることとします。 

続いて，ヒアリングに入る前に，本委員会に先立ち実施されました事前調査の概要につ

いて事務局から，説明願います。

事務局 事前調査結果につきましては，事前調査をお願いいたしましたコンサルタントの角

田様からご説明いたします。 

事務局 【資料１４の「マネジメント推進課事前調査報告書」に基づき報告】

倉本委員長 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。 

藤川委員 調査報告書の中でご指摘のあった，年度の事業計画に予算書がついてない理由が分かれ

ば教えてください。

事務局 事業計画に関しては，募集時の予算書をそのまま準用されているということです。 

藤川委員 市のルールとして，毎年の事業計画書に収支予算・収支計画の添付が必須となってない

のですか。 

事務局 今回の評価は平成３０年度，令和元年度が対象期間となっています。平成３０年度分は

公募時の提案書の収支が添付されていたんですが，令和元年度は添付されていなかっ

た。想像するに所管課とやり取りする中で，その金額で行こうという話をされていて，

改めて事業計画書に添付しなかったのかもしれません。本来であれば，事業計画に収支

部分もつけておくべきであるとは思っております。 

藤川委員 変更があろうとなかろうと，添付することにはなっているということですね。 

事務局 はい。 

藤川委員 今回は内容に変更があるにもかかわらず添付されていなかったというご指摘と理解し

たのですが。 

事務局 実績から見ると，少し乖離があるということですので，随時の年次計画に反映すべきと

思っています。 

藤川委員 よく分かりました。ありがとうございます。 

倉本委員長 そこがすごく気になりました。人件費が計画から５００万円ほど増えていて，ほかの予

算が減額している分，業務がしっかりとできているのだろうかと思いました。 

辻委員 人件費のところで，管理部門の人件費を計上されているということですが，事業提案で

は，直接に業務に携わる方の人件費は計上されています。普通，管理部門は一般管理費

で計上すべきものかと思いますけど，そういうものを人件費の中で計上されていたとい

う理解でいいですか。 

事務局 ご担当者の方にヒアリングさせていただいたのですが，当初，本部振替人件費を想定さ

れてなかったそうです。実際，退職とか配置転換によって，体系を見直さないといけな

くなって，本部監査で必要になったということで，管理部門の人件費を付加するように

なったとお伺いしています。 

辻委員 それは，現場の方があまり習熟されておらず，本部の方のサポートが必要だったのでそ

の人件費を積みましたというご説明と理解したらいいですか。 

事務局 そうですね。品質維持と組織の強化の観点から，本部サポートが必要だと判断されたと

お伺いしています。 

藤川委員 人件費が増えている理由の１つではあるとは思います。計画上は織り込まれてなかった

ものだと思います。 

事務局 先ほどの事業計画書の提出の際に収支をつけるべきか，本件については，仕様書の２２

ページに事業計画書がありまして，５の（１）事業計画書で毎会計年度，次年度の開始

１か月前までに事業計画書を作成し，市に提出する中で，業務の収支見込に関する事項
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も出すようになっておりますので，年次計画に収支は入れてもらうのが原則だと思って

おります。 

倉本委員長 はい，それではこれより所管課職員の方にご入室いただき，ヒアリングなど具体的な審

議に入ります。所管課職員の入室をお願いいたします。 

担当課 【入室・着席】 

倉本委員長 早速ですが，まず市のご担当の方より施設の概要をご説明いただき，その後，毎年，１

年間の運営結果を評価されております「年度評価表」を基に，これまでの管理運営状況

などについても説明をお願いいたします。なお，評価結果は，事前に送付いたしました

ファイルの【１１番「指定管理者評価表」】に記載されております。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

おおむね５分以内で簡潔にお願いいたします。説明の後，各委員からの質疑を１０分程

度で行いますので，それに対して回答もお願いいたします。それでは，よろしくお願い

いたします。 

担当課 【説明】

倉本委員長 それでは，審査要領にのっとって，各委員から質問をお願いいたします。 

藤川委員 私から収支の関係で，まとめて３点お伺いします。まず１点目が資料１２番。事業計画

に関連しまして，先ほど事務局からもご説明いただいたんですが，事業計画の平成３１

年度，令和元年度分については収支予算がついていなかった点についての補足をお願い

したい。２点目が，総括的な質問で恐縮ですけど，先ほどご説明いただいた，資料１１

番の評価結果に記載いただいています収支の差額として，令和元年度に約３００万円程

度プラスになっていることについて，所管課としてその原因をどのように分析されてい

ますでしょうか。３点目が，先ほど補足していただきました，資料１０事業報告の中に，

収支状況について，もう少し詳しい資料がついているかと思います。その中の空家修繕

について，令和元年度は差額が，これも３００万円程度，指定管理者の持ち出しという

ことかと思いますけれども，マイナスとして記載されています。これについて，所管課

としてどのような見解をお持ちかという，以上３点ご説明をお願いします。 

担当課 まず１点目，計画について収支計画がついてない理由ですが，指定管理では，基本的に

収入額が固定しているということで，年度で最初に決まった額でそのまま金額が決まり

ますので，特につけていないと聞いております。３点目，修繕費につきまして，一律で

この金額でやっておりますので，多い年もあれば少ない年もあるという状態でやってお

ります。１軒当たり一律５２万円プラス消費税という形でしております。２点目，収支

総額がプラスになっていますのは，空家改修もそうですし，ほかの工事も３０万以下は

事業の指定管理者でやっていただいておりますので，その辺で年ごとに差が出てきてお

ると思っております。２年目になって必要な部分は整理されたとも聞いております。 

倉本委員長 確認です。２，９３８，７５８円は指定管理者の持ち出しということで理解してよろし

いですか。 

担当課 はい。 

倉本委員長 分かりました，ありがとうございます。 

三輪委員 資料１１番の評価表で，平成３０年度から令和元年度にかけて，利用者満足度評価結果，

が９ポイントぐらい上昇しています。こういう点が満足度上昇につながったということ

があったらお教えいただけたらと思います。 

担当課 私どもで個別の担当者ごとに違う対応をすることはやめてほしいというのを，３０年度

に指摘しており，マニュアルが整備されました。そのあたりが，改善された結果ではな
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いかと考えております。 

三輪委員 個別の担当者とはどういう意味でしょうか。 

担当課 担当者が何人もおりますので，問合せをされたときに，担当ごとに知識に差がありまし

たので，その辺りをマニュアル化して，担当ごとで対応が違わないようにという指摘を

しておったんです。 

三輪委員 これは総合的な満足度ですが，個別の満足度についてもアンケートでは聞かれているの

ですか。 

担当課 はい。 

三輪委員 総合的な満足度が９ポイント上がるということは，個別に見ると，ここの点，この項目

ですごく評価が高くなっているから，総合点が上がってくるという予測も成り立つのか

と思いますが，その辺りはいかがですか。例えばアンケート調査表があって，問１１が

総合的な評価ですよね。その前に，問３から１０までが個別の評価になっていますが，

それらの評価の中で，前年度よりすごく評価が変わったということはあるんですか。 

担当課 先ほどご説明したのですが，やはり電話説明や修繕補修の対応がよくなったのかなと思

っております。 

三輪委員 いわゆる人と人のコミュニケーションということですか。 

担当課 はい。 

三輪委員 分かりました。 

倉本委員長 予算計画等にも反映される話ですが。事業報告書の令和元年版の中で消防水利施設点検

が，４月から７月までは実施されて，８月以降は消防署による点検に移行されています。

指定管理者の選定の際の予算では，全ての年度にこの金額が入っていまして，令和元年

度から消防署による点検に移行されたとなってくると，その後の計画が変わってくると

思います。この消防署による点検は市から変更をされたのか，それとも指定管理者が変

更したのかを教えてください。 

担当課 こちらにつきましては，市で特に指示していません。費用的に安くなると聞いておりま

す。 

倉本委員長 指定管理者が工夫されたということですね。分かりました。市としては特に問題ないで

すか。消防署に任せたことによって，消防署のコストが逆に増えて，市が困ることもあ

るかと考えられますが。 

事務局 公募時に，市で必要な業務から積算して指定管理料を算出しているので，役割区分が変

わって，その年以降は不要になったということであれば，本来はその都度，所管課と指

定管理者との間で協議をして，どうするかを詰める必要があります。必要に応じて指定

管理料を見直す必要があるという整理になれば見直す。その代わりに何かやることが増

えたのであれば，そこで相殺が必要かなと思います。 

倉本委員長 そういう調整は，特にはされてないという理解でよろしいですか。 

担当課 そうですね。年度間の調整まではしておらないです。 

倉本委員長 分かりました。 

辻委員 令和元年度の収支で，先ほど藤川委員からもご指摘がありましたけれども，空家修繕費

で２９３万円マイナスになっている。指定管理業務でプラス２９３万円になっている。

金額が見事にぴったり合っているんですが，これはたまたまと理解したらいいのか，そ

れとも，ある程度調整をされているという理解でいいのか，それはどうでしょうか。 

担当課 こちらで特に調整を指示しているわけではございませんので，たまたまの結果です。 

藤川委員 先ほど来，収支にかかる質問が続いているかと思いますけど，まず一点，ご認識いただ
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きたいのが，仕様書の２２ページにも書かれているということですので，事業計画を毎

年度入手される際には，仮に指定管理料に変動がない場合であっても，毎年度の収支予

算も入手する必要があったということが，大前提として１つあります。それを踏まえて，

この年度評価の中で，収支状況として，事業計画の数字と実績を各費目で比較し，支出

の金額を並べて記載していますが，これは所管課でしていただいているかと思いますけ

ど，それぞれ人件費がなぜ計画に比べて増えているのか，設備等維持管理費がなぜ計画

に対して実績が下回っているのか，こういった点の原因の分析等，所管課でされていま

すでしょうか。されているのであれば，ご説明をお願いしたいと思います。令和元年度

のもので結構です。お願いできればと思います。 

担当課 まず，人件費等につきましては，業務量に応じて変えていると聞いていまして，収支で

きっちりやっていただければ，我々で特に指摘はしていないです。 

藤川委員 指摘をしているかということではなくて，なぜこういう違いがあるのかというのは，単

なる数字合わせではなく，前提として当然，先方がやっている業務の内容が計画時と違

うから，数字の違いとして現れてきていると思います。その前提の違いを把握されてい

ますでしょうかという質問です。 

担当課 我々が聞いているのは，人件費が思ったものと違ったということです。それ以外のとこ

ろは，詳しく聞けていないです。実際に計画を立てた段階と，修繕維持費は発生時点で

やりますので，その都度変わっていきます。 

藤川委員 逆に，例えば維持管理費は，あまり業務の内容に差が生じるようなものでもないような

気がするんです。計画に対して実績が３００万円下回っていますが，そのあたりも特に

思い当たるような原因はありませんか。 

担当課 ３０年度と元年度は，先ほど言いましたとおり，古い建物と新しい建物と建物自体が変

わっている部分があります。ですから一律，その数字の比較はしにくいのかなと思って

おります。 

藤川委員 ただ，事業計画は建て替えを前提に作られていると思います。選定時も委員でしたので，

事業計画は建て替え移転も含めて，当然，想定した上で指定管理料も算定しましたとご

説明を受けました。状況は理解いたしました。何が言いたいかといいますと，毎年の事

業計画は収支計画も含めて必要です。かつ，総額の指定管理料はなかなか変更できない

と思いますけど，指定管理者として指定管理料をどう使うか，どのような業務をしてい

くのか，毎年度状況に応じて変わっていく中で，所管課が変更後の収支計画を毎年検証

されていれば，恐らくこういった大きな金額の乖離も出ないかと思います。そういった

検証も必要かと感じましたので，一言申し添えておきます。 

担当課 はい。 

辻委員 支出の中である程度変動があるのは，恐らく修繕費だと思います。それ以外の事務費や

設備等の維持管理費はある程度変動が読めると思うんです。修繕費は読めないので，支

出が多い年であっても適正に必要な修繕はされているというのは，どこで確認をさせて

もらったらいいでしょうか。 

担当課 まず，毎週打合せをやっておりますので，修繕とか問題のあったところについては，う

ちに報告が来ております。その中で，必要な部分が漏れていないかというのは，チェッ

クさせていただいております。 

辻委員 分かりました。 

倉本委員長 では，これから指定管理者に入室いただいて，お話しいただこうと思いますが，よろし

いですか。お願いいたします。 
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指定管理者 【入室・着席】 

倉本委員長 まず，指定管理者のご担当の方から，これまでの管理状況などについてご説明をお願い

したいと思います。施設の概要につきましては，既に説明済み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。説明時間に関しましては，おおむね１０分以内で簡潔にお願いできれ

ばと思います。また説明の後，各委員から質疑を３５分程度行いますので，それに対し

てもご回答をお願いいたします。 

指定管理者 【これまでの管理状況等について，平成30年，令和元年度の事業実績を踏まえて，概略

説明】 

倉本委員長 続きまして，質疑に移ります。指定管理者，所管課のどちらに質問いただいても結構か

と思います。 

倉本委員長 では，私から質問させていただきます。まず基本的な話ですが，業務の中では市の備品

の点検が年２回あったと思いますけど，報告書には，それを点検されたということは書

いてなかったように思うのですが，点検はどのようにされていますか。 

指定管理者 仕様書の２ページ目に備品一覧がございます。こちらに基づきまして，管理台帳を作っ

ております。年１回，点検をさせていただいております。 

倉本委員長 もしよろしければ，事業報告書に，いつ点検したかまで書いていただけたら，我々も確

認できますのでお願いします。 

指定管理者 承知しました。 

三輪委員 緊急時の対応についてお伺いしたいです。台風もあるし，豪雨も最近多いですが，そう

いった場合に問題が生じたなどの情報はどういう形で手に入れられているんでしょう

か。例えば，その都度電話で連絡が入ってきて対応するとか，あるいはすぐに見回りに

行くとか。事前にそこで対応を詰めておくとか。いろいろな対応があると思いますけど，

いかがでしょうか。 

指定管理者 ２通りあると思っていまして。１つが入居者さんからの情報です。困った，壊れたとい

う情報については，２４時間３６５日受け付けられる体制になっておりますので，そう

いったお申し出があった際に，センター長にダイレクトに連絡をして，対応の指示をし

ていくことになります。また，前もって分かる台風だと，そのことの発生自体が分かり

ますので，事後の巡回体制をひきまして，なるべく早い期間に全団地を確認する体制を

取っております。大きめの地震がもし起こってしまえば，管理してからは大阪北部地震

が一番大きかったんですが，あのときはそこまで大きな被害はなかったんですけれど

も，例えば，熊本の地震であればセンターの職員では足りませんでしたので，本部の人

員や他の自治体の了解を得て，他センターから配置して，建物の全軒点検といったこと

もさせていただきました。そういうマニュアルで体制づくりをしている状況です。 

三輪委員 もう１点，よろしいですか。自治会の運営が非常に大変だというお話がありました。そ

れに対するサポートで，例えば自治会の会議が月に１回あるとします。それには出席さ

れるんでしょうか。 

指定管理者 自治会さんにより，まちまちだと思います。基本的には，年１回の総会を開かれており

ます。新規の高浜町でしたら総会にも参加をさせていただいておりまして，いろいろ助

言をさせていただいております。その他の住宅に関しましては，総会自体を開いてない

とか，そういった事情があります。あえて会議には出席はしておりませんけど，管理人

さんとは密に連絡を取っておりますので，そのあたりは情報の管理ができていると思い

ます。 
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三輪委員 今後の課題として挙げられたんですが，たしかに大変だというのは何となく想像がつき

ます。今後どういう体制を取られますか。 

指定管理者 実際に今，お声を聞かせていただいておりますのが，自治会様の運営の中で共益費を管

理されているわけでして，その管理業務が厳しい。要は手集金なわけです。そういった

業務がなかなかしにくいというお話を聞いておりますので，そのあたりは，現状のまま

で何とかして運用していただく形を助言しております。将来的にはやはり，自治会自体

が運営できなくなったようなときには，こちらとしましても，それをお預かりするよう

な立場で，何かの形を考えていかないといけないだろうと思っております。 

指定管理者 補足ですが，もともと自治会と市管理者は基本的に分離されていたんですね。あまり口

を出してもいけないところがあったんです。正直そういう状況ではなくなってきまし

た。本当に数多くの自治会さんから，何とか集金だけでもしてもらえないかという相談

を受けています。ですので，対応していかないといけないと思っています。そこで課題

が２つあります。１つがお金の問題です。自分たちがやっていたことを人に頼みますか

ら，当然そこで新たなコストがかかるので，住民さんだけで賄えるかどうか。賄えない

ときに，行政としてどうできるのかといったことを，市の方とも協議しなければならな

いところがまず一つです。もう一つが，自治会ですからどうしても人間関係の問題があ

りまして，その中に飛び込んでいくことは結構な覚悟が要ります。ある程度，マンショ

ン管理のノウハウがありますから，そういったノウハウも提供しながら合意形成を援助

していくといったところで対応していかないといけないと考えております。 

三輪委員 ありがとうございます。 

辻委員 ３点お聞きしたいと思います。まず１点目は危機管理です。夜中に大地震が起こった場

合，どう対応されるのか。例えば市ですと，震度４なら職員は出ましょうとなっていま

すが，そのあたりのマニュアル上の取り決めを教えていただきたいということ。２点目

は接遇関係で，市民サービスアンケートで，ときたま管理センターさんも出てくるんで

すが，ほとんどは濡れ衣だとは思いますけれども，どのようなフォローをされているの

か。３点目は，先ほど事前審査でお聞きしたんですが，人件費の中に本部の方のサポー

ト費みたいなものが入っていた。今お聞きすると，ベテラン職員の方もおられるのでと

いうご説明がありましたが，ベテラン職員がおられたら，サポートが要るのかなと疑問

を持ったので，その点を教えていただければと思います。 

指定管理者 まず夜間の地震につきましては，同じように震度４のときは参集する準備をする。震度

４＝参集とはマニュアル上はまだしておりませんが，必要に応じて参集をする形になっ

ております。震度４ですと，恐らくエレベーターの停止などの被害が出ている状況で，

５になると建物にも少し損傷がありますから，５のときの参集はマストになると思いま

す。４のときは，状況に応じた上で参集するかどうかの判断を，我々並びにセンター長

で判断して，集めていく形で対応します。いずれにしても，全軒の確認でありますとか，

エレベーター会社への連絡は欠かさずに行いますので，閉じ込め事故とかがないように

体制は取っております。接遇関係のマナーのサービス面につきましては，ご指摘のとお

り，時折対応が悪かったとご指摘をいただきます。会社の研修としても，入居者さんは

そもそも困って連絡をしているわけですから，それに対しての解決のプロセスを説明し

てあげることが我々の仕事なんだと職員に対して伝えています。時折，話し方がわるく

説明不足のところが見受けられますので，そういったことを注意できるよう定期的なマ

ナー研修でも伝えております。本部経費につきましては，実際，ベテラン職員だけでは

補えないところについて，本部の人間が結構な頻度で定例会に参加させていただいたり
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しておりまして，ご了解をいただいて，計上させていただいた次第です。そこは，課題

でありましたら，それを押し通すつもりはございませんので，今後柔軟に協議させてい

ただいた上で，適切な事務処理，経理処理をさせていただきたいと考えますので，よろ

しくお願いいたします。 

藤川委員 ２点，質問させていただきます。１点目が，令和元年度の事業報告の収支状況で，空家

の修繕に特化した収支を比較すると，指定管理者側の持ち出しが生じている状況かと思

います。先ほど，課題として老朽化について触れておられましたので，ここまで差額が

出てしまう要因，現場としてのご意見をお聞かせいただきたい。もう１点，家賃などの

収納率について，令和元年度実績は３０年度と比較して，若干上回る実績となっていま

すが，目標として掲げておられる数字には届いていない状況かと思います。この収納率

の推移について，特に収納率自体が割と高めだと思いますけど，現場でどのような対策

をされて，今後どのようにしていこうとお考えか，ご意見をお願いしたいと思います。

指定管理者 まず，１点目の空家修繕の単体での収支差額につきましては，要因が２つありまして。

１つは入居者の使い方によって，この費用は大分変わります。本来，民間の賃貸住宅で

したら，退去するときにご自身が毀損されたところはきっちり指導して，直していただ

いて退去することになりますので，ある程度，空家修繕としてかかる費用は見えてくる

んですが，市営住宅となるとなかなかそうもいかないところがあります。また，単身で

亡くなられた方は，残置物の処分もあって，そういったことも含めて，規定の金額を超

えてしまうことになりました。過去からの推移からすると単価が少しずつ上がってきて

います。これは，当然ながら部材の高騰とか，職人の人工の高まりといったことと，ど

うしても指定管理者のマインドとすると，きれいな状態の部屋を出したいと思いますけ

ど，あまりそういった住居を先行して出してしまうと古い住居が残ってしまいます。や

っぱり古い住居も時折，出してやらないとならないといったところもありますので，前

期に関しては赤字になっています。ただ，まだ全体の収支では，我々の中では何とか持

ち越せたかなという感じでした。２点目の収納率につきましては，９９％の目標に対し

て９８．４７％です。９９％の目標も，本来は出納閉鎖期間の５月末をもっての目標と

いうつもりでおりましたから，それですと９９％は超え，９９．７％は超えることはで

きませんでしたけれども，正直９９％を超えてくると誤差の範囲であると認識しており

ます。逆に言うと，近隣の自治体からすると非常に高い収納率です。これは入居されて

いる方がしっかりとご理解いただいていることと，やはり初期の段階で収納を担当する

者が足しげく通って，入金していただくようにお願いしているところ。徴収をしている

人間が，２０年以上この仕事をしている者ですから，滞納しがちな方とも人間関係がで

きているといったところもありまして，比較的良い結果が出せていると思います。収納

率を上げるにはいかに足を運んだか，電話したかによりますので，そういったことが出

来ているのが１つの理由と考えております。 

倉本委員長 令和元年の事業報告で，消防水利施設点検が，この年の８月から消防署による点検に移

行されたことで，この経緯と移行されることによってコストが削減された，もしくは新

たな費用が発生したのか教えていただけますか。 

指定管理者 当初は計画どおり毎月弊社で行っておりました。消防署がセンターのすぐ南にございま

すので，色々とお話を聞いている上で，消防水利施設は消防署の方が点検業務として行

っているとお伺いしました。ですので，点検業務は今後必要ないのではないかというご

提案をいただきました。こちらで市の方と協議をした結果，その業務を省けるのであれ

ば，今後はその費用は他に持ってくるような形で省かせていただくという協議をしまし
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た。いま削減できた金額はすぐにお答えできないですが，他の費用として支出させてい

ただいております。 

倉本委員長 それに関連してのお話ですが，事業の一部がどう変わったのかを年度ごとの事業計画，

収支計画を出される際には記載していただくと，我々も安心できます。事業の一部が変

わられたのは変わられた事情があると思いますし，それは特に指摘しませんので，変わ

られた理由ですとか経緯を記載してください。 

指定管理者 承知しました。 

倉本委員長 特にアピールするポイントとして，事業報告にあるように安否確認をされているという

ことで，その効果や新たな発見，こういう方を救ったということがあれば教えていただ

けますか。 

指定管理者 高齢者見守り活動で，一昨年からさせていただいておりまして，６５歳以上の単身の方

に限って行っております。日々人と接することの少ない単身の方とお電話なり，訪問な

りするにあたりまして，近況も聞けます。お年寄りの方はセンターに電話をしていただ

いて，修繕を訴える方がなかなか少ないです。だから，そういった話が聞けるのは１つ

の成果かと思います。ただ何分，パーセンテージが少ないので，今後は大体五百何世帯，

それに近いような数字で活動できるようにと考えております。 

倉本委員長 追加で申し訳ないですけれども，頂いております平成３０年度の事業報告の中には，苦

情や相談件数があり，電話対応で４，６０１件，受付対応が４，０８９件で，苦情等も

５８件という数字を上げておられまして，別紙２で件数等を月別に書かれています。そ

の数字が，どう対応しているのかが分からないので教えていただきたいです。あとは，

１０月だけ１５件と，他の月と比べて倍になっていまして，何かあったのかということ

を、令和元年度には特記事項で書かれていましたが，平成３０年度は書かれていなかっ

たので，よろしければ教えていただけますか。 

指定管理者 令和元年度は５月，１６件で理由を書かせていただいております。平成３０年度に関し

まして今，資料がございません。主に設備関係の修繕依頼が多いです。苦情・要望とい

う形で書いてはいるのですが，苦情より要望が多いです。端的な理由としましては故障

箇所をこういう風にしていただきたいという要望がある月に偏ったということです。も

う１つのご質問ですが，これは電話対応の全ての件数を書かせていただいております。

その中で苦情・相談対応は７４件ということです。総電話数というのは，全ての受付，

例えば入退居・徴収業務，その他全ての各担当が日々の数字を集計しながら，当日の終

了と同時に集計をし，その年間の合計です。 

倉本委員長 わかりました。 

倉本委員長 よろしいでしょうか。それでは，これで質疑を終わらせていただきたいと思います。指

定管理者，所管課の方，これで結構ですのでご退席ください。ありがとうございました。

担当課・ 

指定管理者 

【退席】 

委員長 それでは，市営住宅等の管理運営に係る評価について委員会としての意見をまとめてい

くということになりますが，各委員におかれましては，お手元の採点表をまずすべてご

記入ください。採点表は，お手元の【４－２「市営住宅等 指定管理者評価基準」】に

ございます。委員名と採点結果を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・採点表提出】 

事務局 【採点表の集計及び採点結果表を配布】 
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倉本委員長 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。 

事務局 【採点結果及び評価案を説明】 

倉本委員長 採点による評価は，このような結果となりましたが，点数外に特に配慮すべき点や，評

価を補正する必要はございますか。 

倉本委員長 私が重要視したい事は，所管課の年度評価では全体的事項を「Ｂ」とされています。我々

は「Ｃ」と評価しましたので，そういう意味ではバランスが悪いなと考えます。やはり

総合評価として「Ａ」は高過ぎるのではないかと考えます。毎月，所管課と指定管理者

でお話されているということですが，必要な協議・報告をぜひ今後してほしいという期

待を込めて「Ｂ」にしてはどうかと思いますが，いかがでしょうか。 

藤川委員 そうですね。所管課の評価と差がつく原因は，先ほどやり取りしていたように，事業計

画につけるべき収支予算が抜けていることを所管課が認識していなかったですし，さら

に提案時と収支状況が変わっているのに収支予算添付の必要性を認識されていなかっ

たという点だと思います。１項目でも「Ｃ」があるのに，総合評価が「Ａ」になるのは，

やはり引っかかるところではあります。 

倉本委員長 大切なのは，我々の評価を知っていただいて，活かしていただくことだと思います。「Ａ」

で満足してしまうと趣旨と違います。得点率はいいと思いますが，そこに表れてない部

分も総合では加味するということで，「Ｂ」でよいかと思います。三輪先生もよろしい

でしょうか。 

三輪委員 所管課の評価の全般的事項が９０％と高すぎるのかとも思います。 

事務局 ここの項目は出来て当たり前という項目です。 

三輪委員 そういうことですか。当たり前のところだという認識で評価しないといけないわけです

ね。総合の得点率の「Ａ」はだけども，総合評価を「Ｂ」にするということですね。結

構かと思います。 

倉本委員長 はい，ありがとうございます。それではよろしいでしょうか。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，倉本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。 

倉本委員長 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，委員の皆様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。 


