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議事録

沖縄県公文書館に係る指定管理者制度運用委員会

第８回会合の議事録について
(注：｢発言者｣において、委員長の発言のうち、議事進行に係るものについて｢委員長｣と表記することとした。)

発言者 発言の要旨

委員長 （事務局による個別評価の説明後）

各委員においては、個別評価の案で示されている各評価項目ごと

の「評点」について意見や質問があればお願いしたいと思います。

Ａ委員 経費を節減することによる質の低下が懸念されます。事務局は、

計画の補正の欄を設けることは考えていませんか。

Ｄ委員 私は逆の意見です。せっかく指定管理者制度を導入し、民間の知

恵を生かし、良い仕事の結果を評価するわけですから、費目間変更

となると、評価の意義が低くなります。

Ｂ委員 問題は、計画の立て方だと思います。予想していなかった業務が

発生することがあるとしても、指定管理者自らが立てた計画の修正

になるわけですから。個別評価が利用促進、経費節減、適性管理の

三本柱であること、０点は０点として客観的に評価することについ

て異論はありません。ただ、３年間の達成状況について、説明を加

える工夫があっても良いのではないでしょうか。

事務局 計画を修正することは考えられないでしょうか。

Ｂ委員 民間では、実績を踏まえて計画を下方修正することはあります。

事務局 例えば、年度末の３月に計画を補正すると、悪い実績を隠すこと

になりはしませんか。

Ａ委員 ですから、上半期の実績や各四半期の実績を踏まえて計画を修正

するのです。実績に合わせた計画では、意味がないですよ。

委員長 経費の節減以外の意見は何かありませんか。

Ｂ委員 県職員の利用はどうなっていますか。宮崎県文書センターでは、
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新人職員に対する研修を行っているそうです。職員に対し、公文書

館の役割の周知も必要ではないでしょうか。

事務局 今後検討していきたいと思います。

Ｃ委員 クレームへの対策について、評点が１点になっている評価項目が

ありますが、これはどういった理由ですか。

事務局 第４四半期において、クレームはないと報告があるものの、閲覧

室アンケートにおいて職員の対応に関する厳しい意見があります。

犯人捜しという意味ではなく、原因を掘り下げることにより、具体

的改善策を提案する必要があるという意味で評点しました。

Ｃ委員 では、補足説明を加えてください。

Ｂ委員 研修について、評点が低い理由は何ですか。

事務局 指定管理者から、計画時点で研修日程が固まっておらず、講演会

の日程と重なり、参加できなかったと説明がありました。

Ｂ委員 業務上必要な研修だから計画したのですから、講演会と重ならな

いように、又は、職員の業務分担を工夫する等検討したほうが良い

と思います。

委員長 委員会としての意見を集約します。クレームへの対策について説

明を加えることを条件とした上で、事務局から提示されている個別

評価の案を了承してよいでしょうか。

各委員 〔了解〕

委員長 それでは、次の議題に移ります。

１番目の議題を分けた２つ目の総合評価の案についてです。

事務局 （「総合評価」について説明）

委員長 先の個別評価の評点を合計したもので総合評価することとなりま

すが、各委員とも総合評価の案について意見はありますか。

各委員 〔了解〕
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委員長 次に平成22年度以降の事業実績評価の評価方法の見直しについて

の議題であります。

事務局 指定管理者から評価見直し案が提出されましたが、再検討を依頼

しております。余った経費の活用の観点から評価すること、利用促

進の51点と適性管理の39点の配点の妥当性、努力した取組を評価す

ることについて、今後協議を重ね、10月頃には見直し案を運用委員

会に提出したいと思っております。

事務局 指定管理者としては、評価項目にない仕事を見ていただきたいと

いう思いがあります。

委員長 見直しの方向について、今日で結論を出すわけではありません

が、委員の皆様意見はありますか。

Ｄ委員 評価項目が変わってはいけません。継続的な評価ができなくなり

ます。また、評価される側の意見を聞く必要はありません。公募方

式を採用した中で、連続した評価の仕組みをとらず、現指定管理者

の見直し案を採用するとなると、新規参入の妨げになります。別

途、点数外点数を付ける、例えば、Ａ＋＋、Ｂ－と付けるのはいか

がでしょうか。

Ａ委員 評価される側が評価見直しを提案することについて、私も疑問を

感じます。専門家は、能力を100パーセント発揮して当たり前なん

です。例えば、私のような仕事では、お客が何人くるかで評価され

ます。それを専門性で評価してくれというのは、いかがなもので

しょうか。評価項目はそのままで、過年度剰余金を活用したことに

ついてコメントすれば良いのではないでしょうか。毎月決算を締め

ているのですから、実績報告書に、たとえ仮であっても決算書が付

いているべきなんですよ。

Ｂ委員 利用促進、経費節減、適性管理が、４対３対３の比率であること

は、妥当だと思います。目的があって成果があり、努力した取組は

認めるとしても、公文書管理法が制定され、公文書館の役割が変

わっていくことも予想される中で、運営体制の確立が急務ではない

でしょうか。
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Ｃ委員 指定管理者が意見を述べる場があっても良いのではないですか。

Ｄ委員 評価の場に評価される側が同席することは、評価に違いがでてき

ますので良くないです。そもそも点数による評価の仕組みですよ。

事務局 指定管理者が意見を述べる場がなくても、指定管理者は、実績報

告書の中で、評価項目の対象とならない業務を報告しています。事

務局が評価の材料にしていないだけです。

Ｃ委員 事務局が評価の材料にしていないからこそ、述べる場があっても

良いのではないですか。公募の時には、意見を述べていますよね。

評価の後はどうなったか気になります。

事務局 人事評価を例にすると、目標として設定したことについて、ヒア

リングしています。

Ｂ委員 講演会を行い職員への周知を図り、収集実績が伸びているようで

すが、収集数の上限はありますか。収集した文書が溜まって、経費

に影響しませんか。

事務局 特に上限はなく、経費の上乗せもしていません。

Ｂ委員 利用促進だけでなく適性管理も気になります。

事務局 職員への啓発は必要ですが、収集の予測はできません。

Ｂ委員 適性管理において、目標値の立て方に検討が必要ですね。

Ｄ委員 １点目に評価の継続性、２点目に総合評価の中で別途説明がある

れば足りることから、見直しの必要はないと考えます。

Ｂ委員 今後、公文書館の役割が変わる可能性がある中で、評価項目が

全く変わらないのは、いかがなものかと思います。

事務局 例えば、平成22年度計画では、利用普及事業において実施予定

がない事業があります。この事業は、評価自体できません。

Ｄ委員 実施予定がない事業であれば、得点割合の算式の分母から除く等

の工夫があれば良いし、全く変わらないということではなく、大き

な項目の中で、評価項目を入れ替えて、入れ替えたことを明示すれ
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ば、継続性を維持できるのではないでしょうか。

委員長 そろそろ委員の意見を集約してよろしいでしょうか。

Ｂ委員 研修の絞り込みが必要でしょうね。実行性、有効性のある研修を

計画することが望まれます。

Ａ委員 専門性について、業務の傍らで蓄積すれば良いのであって、評価

項目として設定しなくて良いのではないでしょうか。蓄積すれば、

外部の評価は後からついてきます。

Ｂ委員 沖縄県公文書館は全国トップクラスであり、外部からの評価が高

いのですから、県の１点２点の評点に神経質にならなくても良いか

もしれません。評価を全く気にしないのも問題ですが。

Ｃ委員 評価される側の意見を聞くことを検討してくださいませんか。

事務局 指定管理者のほうからも、現場の仕事を見て欲しいと要望があり

ます。

委員長 見直しの方向性について、評価項目は変更せずに、総合評価の説

明を充実させることとして、本日の会議は終了します。
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沖縄県公文書館指定管理者の平成21年度業務実績評価について

Ⅰ 個別評価シート
⑴ 県民の公平な利用、サービスの向上、利用促進に関する取組（満点51点）

評価項目 評点 評点及びその評価基準 判断資料 判断要素及び判断結果

ア 県民の公平な利用、サービスの維持・向 18

上について（満点21点）

（ア） 県民の公平な利用の確保について ６

001 ａ ホームページで公文書等の検索や ３ ３■：事業計画において設定した目標数値を超えて電子情報を整備し、広く県民の公文 様式第７号（資料３の３ページ） 公文書等をホームページで公開し、公文書館の利用

閲覧等が可能となるよう電子情報を 書等の利用に供することができたと認められる。 ２ 公文書等の管理業務 促進のための公文書等の電子情報化について事業計画

整備するなどし、遠隔地にいる者を ２□：事業計画において設定した目標数値に相当する電子情報を整備し、県民の公文書 ⑴ 収集整理事業 での目標ページ数「20,000ページ」に対して、実績

含め広く県民が公文書等の利用の促 等の利用に供したと認められる。 ウ 整理事業 「36,465ページ」を電子情報として整備したことによ

進するための取組が今年度の管理事 １□：事業計画において設定した電子情報を整備する目標数値を達成することができな (ｳ) 電子公文書館システム業務 り、目標値を超えて「182.3パーセント」の達成を実

業においてなされているか。 かったものの、県民の公文書等の利用を図るための取組がなされたものと認めら 現していることが認められる。

れる。

０□：事業計画において設定した電子情報を整備する目標数値を大きく下回って処理

し、又は電子情報の整備に関する取組がなされていないと認められる。

002 ｂ 利用者の公文書館の利用に当たっ ３ ３■：公文書館の利用者に対し平等な取扱がなされ、不当な利用制限や差別的取扱がな レファレンス記録（資料３の62ページ、75ページ） 県民が公の施設である公文書館を利用することにつ

て不当な差別的取扱がなされた例は された例はないほか、公の施設の利用者の平等取扱について職員の教育（研修 いて不当に差別的取扱をしている例はなく、小学生に

ないか。 等）が適宜なされていると認められる。 対しても公文書館が収蔵する公文書等に関する問い合

２□：公文書館の利用者に対し平等な取扱がなされ、不当な利用制限や差別的取扱がな わせに適切に対応していることが認められる。また、

された例はないと認められる。 レファレンスは主に嘱託員により対応しているが、適

１□：公文書館の利用について不当な利用制限や差別的取扱がなされた旨の苦情が利用 時専門員から指示を受け適切に対応していると認めら

者から提示されたと認められる。 れる。

０□：公文書館の利用者に対し平等な取扱がなされていない例があり、又は不当な利用

制限や差別的取扱がなされた例があったと認められる。

(イ) 利用者の意見を把握するためのアン

ケート等を実施するなどし、利用者の

意見を管理業務に反映させる取組がな ８

されたか。

003 ａ 「閲覧室」の利用者の意見を把握 ２ ３□：利用者の意見や要望等をアンケート等を行うなどして適切に把握し、利用者の意 閲覧室アンケート（資料３の201ページ） 閲覧室の利用者に対するアンケートの実施は第１四

するためアンケート等を行うなど 見を踏まえた事務事業の在り方について自己評価を行うこと等を通じて、利用者の 半期から第４四半期までに実施されており、利用者の

し、利用者の意見を踏まえて自己評 意見を「閲覧室サービス」の向上を図るための取組がなされていると認められる。 意見や要望等を把握する取組が実施されていることが

価を行うこと等を通じ、利用者の意 ２■：利用者の意見や要望等をアンケート等を行うなどして把握し、利用者の意見を踏 認められる。

見を考慮して「閲覧室サービス」の まえた事務事業の在り方について自己評価を行うなどしたと認められるものの、 また、当該アンケートで把握できた利用者の意見等

向上をはかるための取組がなされて 「閲覧室サービス」の向上を図るための具体的な検討や取組の実施に至らないもの を分析し、閲覧室の提供するサービスについて自己評

いるか。 と認められる。 価を実施していることが認められる。

１□：利用者の意見や要望等をアンケート等を行うなどして把握しているものの、利用 整理済みで目録公開されている資料が未整理と誤解

者の意見について分析や自己評価などを実施しておらず、「閲覧室サービス」の向 されているのであれば、その原因は何か、機械操作に

上のための取組がなお必要であると認められる。 戸惑っている利用者への声かけが足りなかったのか

０□：利用者の意見や要望等を把握することをせず、「閲覧室サービス」の向上のため 等、改善策を検討する取組が望まれる。
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の取組がなされていないと認められる。

004 ｂ 「展示室」の利用者の意見を把握 ３ ３■：利用者の意見や要望等をアンケート等を行うなどして適切に把握し、利用者の意 展示室アンケート（資料３の214ページ、217ペー 展示室の利用者に対するアンケートの実施は第１四

するためアンケート等を行うなど 見を踏まえた事務事業の在り方について自己評価を行うこと等を通じて、利用者の ジ） 半期から第４四半期まで定期的に実施されており、利

し、利用者の意見を踏まえて自己評 意見を「展示室サービス」の向上を図るための取組がなされていると認められる。 用者の意見や要望等を把握する取組が実施されている

価を行うこと等を通じ、利用者の意 ２□：利用者の意見や要望等をアンケート等を行うなどして把握し、利用者の意見を踏 ことが認められる。

見を考慮して「展示室サービス」の まえた事務事業の在り方について自己評価を行うなどしたと認められるものの、 また、当該アンケートで把握できた利用者の意見等

向上をはかるための取組がなされて 「展示室サービス」の向上を図るための具体的な検討や取組の実施に至らないもの を分析し、展示室の提供するサービスについて自己評

いるか。 と認められる。 価を実施していることが認められる。

１□：利用者の意見や要望等をアンケート等を行うなどして把握しているものの、利用 さらに、自己評価の中で、展示室の利用者のサービ

者の意見について分析や自己評価などを実施しておらず、「展示室サービス」の向 スの維持・向上を図る観点から、導線改善ワーキング

上のための取組がなお必要であると認められる。 ・グループで検討し、展示室サービスの向上のための

０□：利用者の意見や要望等を把握することをせず、「展示室サービス」の向上のため 具体的な取組を実施していることが認められる。

の取組がなされていないと認められる。

005 ｃ 「講演会等」の利用者の意見を把 ３ ３■利用者の意見や要望等をアンケート等を行うなどして適切に把握し、利用者の意見 米公文書活用講座総括（資料３の248ページ） 県民に普及啓発する事業を実施し、これらの利用者

握するためアンケート等を行うなど を踏まえた事務事業の在り方について自己評価を行うこと等を通じて、利用者の意 うるま市移動展開催報告書（資料３の283ページ） 等の意見や要望を把握することにより、公文書館で文

し、利用者の意見を踏まえて自己評 見を「講演会等サービス」の向上を図るための取組がなされていると認められる。 書を保存・公開することの意義の理解を促す取組を

価を行うこと等を通じ、利用者の意 ２□：利用者の意見や要望等をアンケート等を行うなどして把握し、利用者の意見を踏 行った。

見を考慮して「講演会等サービス」 まえた事務事業の在り方について自己評価を行うなどしたと認められるものの、

の向上をはかるための取組がなされ 「講演会等サービス」の向上を図るための具体的な検討や取組の実施に至らないも

ているか。 のと認められる。

１□：利用者の意見や要望等をアンケート等を行うなどして把握しているものの、利用

者の意見について分析や自己評価などを実施しておらず、「講演会等サービス」の

向上のための取組がなお必要であると認められる。

０□：利用者の意見や要望等を把握することをせず、「講演会等サービス」の向上のた

めの取組がなされていないと認められる。

(ウ) 利用者からのクレームへの対策につ ４

いて

006 ａ 利用者のクレームのうち、即時に １ ３□：利用者からのクレームや要望に即時に対応するとともに、利用者の利便性を確保 閲覧室アンケート（資料３の204ページ） 第４四半期において、クレームはないと報告がある

対応することが可能なものについて するために利用者の希望などを把握しな処置が講じられていると認められる。 様式第６号（資料３の291ページ） ものの、閲覧室アンケートにおいて職員の対応に関す

は、適切に利用者の要望に応えてい ２□：利用者からのクレームや要望に即時に対応するための処置が講じられていると認 る厳しい意見がある。犯人捜しという意味ではなく、

るか。 められる。 原因を掘り下げることにより問題点を認識し、名札着

１■：利用者からのクレームや要望に対し、即時に対応することが可能であるにもかか 用の徹底やアンケートの当日回収等、すぐ取り組むこ

わらず、その旨の対応がなされていない事例があったと認められる。 とができる具体的改善策を検討することが望まれる。

０□：利用者からのクレームや要望に対し、即時に対応することが可能であるにもかか

わらず、その旨の対応がなされていないとともに、県が指導したにもかかわらず

改善のための取組がなされていないと認められる。

007 ｂ 利用者からのクレームで即時対応 ３ ３■：利用者からのクレームの内容について記録し、クレームを提示するに至った経緯 様式第６号（資料３の288ページ） クレームを記録し情報を共有するだけでなく、指定

が出来ない事情があるもの及びその 等を記録整理し、その対応案や指定管理者として対処すべきことを組織で情報を 管理者として業務改善の提案を県に対し行ったことを

処理結果について、記録整理し、組 共有するとともに、指定管理者として業務処理に関し改善のための何らかの具体 評価する。

織で情報を共有したか。 的な取組がなされていると認められる。

２□：利用者からのクレームの内容について記録し、クレームを提示するに至った経緯

等を記録整理し、その対応案や指定管理者として対処すべきことを組織で情報を

共有したと認められる。

１□：利用者からのクレームについて記録して整理しているものの、クレームの内容を

詳細に分析することなく、また、クレームに係る記録についても組織で情報を共

有しなかったと認められる。

０□：利用者からのクレームに係る記録を作成しておらず、クレームに係る業務改善の
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ための取組がなされていないと認められる。

イ 施設の利用促進について（満点30点） 27

(ア) 公文書館の利用促進について。 27

008 ａ 利用者からの照会等に対し、利用 ３ ３■：利用者からの照会等に対し、当該利用者の求める公文書等の内容等を詳しく確認 レファレンス記録（資料３の54ページ） レファレンス記録にもあるように、利用者からの照

者の求める情報の確認するなどし、 し、必要に応じ関係機関への確認などを行った上で、当該利用者に対し回答する 会や問い合わせ等は多種多様なものがあるところ、指

調査や回答（レファレンス）につい などし、利用者の利用促進のための対応を適切に行っていると認められる。 定管理者は利用者の求める公文書等を適切に把握し、

ては、事業計画どおり適正に行われ ２□：利用者からの照会等に対し、当該利用者の求める公文書等の内容等を確認し、当 必要な検索を実施して公文書等の有無を確認している

ているか。 該利用者に対し回答するなどし、利用者の利用促進のための対応を適切に行って ほか、利用者が求める情報を提供する対応をしている

いると認められる。 ことが認められる。

１□：利用者からの照会等に対し、公文書等の有無を確認し、当該利用者に対し回答

し、利用者の利用に対応していると認められる。

０□：利用者からの照会等に対し、公文書等の有無について確認をして回答をするもの

の、利用者の利用促進という取組がなお必要であると認められる。

009 ｂ 公文書館に係るホームページの閲 ３ ３■：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント以上となっている。 様式第９号（資料３の15ページ） 公文書等の電子情報化を図り、ホームページでの公

覧件数は、事業計画の目標を達成で ２□：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント未満100パーセント以上と １ 管理運営 開を図り、インターネットを活用して公文書館の収蔵

きたか。 なっている。 (ｲ) ホームページ する公文書等を閲覧利用する件数について、事業計画

１□：事業計画に定める目標値の達成状況が100パーセント未満90パーセント以上となっ での目標件数「41,326人」に対し、その実績は「91,4

ている。 11人」となっており、「221.2パーセント」の達成状

０□：事業計画に定める目標値の達成状況が90パーセントに満たなかった。 況であった。

010 ｃ 遠隔地における公文書館の利用促 ３ ３■：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント以上となっている。 様式第９号（資料３の15ページ） 前年度の反省を踏まえ、前もって類縁機関と調整す

進を図るための移動展を開催し、参 ２□：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント未満100パーセント以上と １ 管理運営 ることにより来場者数を増やしたことを評価する。今

加者数は、事業計画の目標を達成で なっている。 (ｳ) 移動展 後も類縁機関との連携を期待する。

きたか。 １□：事業計画に定める目標値の達成状況が100パーセント未満90パーセント以上となっ

ている。

０□：事業計画に定める目標値の達成状況が90パーセントに満たなかった。

011 ｄ 公文書館の入館者数は、事業計画 ３ ３■：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント以上となっている。 様式第９号（資料３の15ページ） 県民が来館し、公文書館の利用することを目的とし

の目標を達成できたか。 ２□：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント未満100パーセント以上と １ 管理運営 た公文書館の年間入館者数について、事業計画での目

なっている。 (ｴ) 入館者数 標入館者数「14,048人」に対し、その実績が「17,096

１□：事業計画に定める目標値の達成状況が100パーセント未満90パーセント以上となっ 人」となっており、「121.7パーセント」の達成状況

ている。 であった。

０□：事業計画に定める目標値の達成状況が90パーセントに満たなかった。

012 ｅ 資料閲覧件数は、事業計画の目標 １ ３□：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント以上となっている。 様式第９号（資料３の15ページ） 県民の公文書館が収蔵する公文書等の資料閲覧者数

を達成できたか。 ２□：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント未満100パーセント以上と ２ 利用普及事業 について、事業計画における目標である資料閲覧者数

なっている。 ⑴ 資料閲覧 「1,492人」に対し、その実績が「1,478人」であり、

１■：事業計画に定める目標値の達成状況が100パーセント未満90パーセント以上となっ 「99.1パーセント」の達成状況であった。

ている。

０□：事業計画に定める目標値の達成状況が90パーセントに満たなかった。

013 ｆ 講演会を開催し、講演会参加者数 ３ ３■：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント以上となっている。 様式第９号（資料３の15ページ） 公文書館に対する県民の理解を深めるために実施す

は、事業計画の目標を達成できた ２□：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント未満100パーセント以上と ２ 利用普及事業 る講演会について、事業計画における講演会参加者数

か。 なっている。 ⑶ 講演会 「100人」に対し、その実績が「142人」となり、「14

１□：事業計画に定める目標値の達成状況が100パーセント未満90パーセント以上となっ 2.0パーセント」の達成状況であった。

ている。

０□：事業計画に定める目標値の達成状況が90パーセントに満たなかった。
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014 ｇ 講座を開催し、講座参加者数は、 ２ ３□：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント以上となっている。 様式第９号（資料３の15ページ） 公文書館に対する県民の理解を深めるために実施す

事業計画の目標を達成できたか。 ２■：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント未満100パーセント以上と ２ 利用普及事業 る講座について、事業計画における講座参加者数「28

なっている。 ⑷ 講座 0人」に対し、その実績が「306人」となり、「109.3

１□：事業計画に定める目標値の達成状況が100パーセント未満90パーセント以上となっ パーセント」の達成状況であった。

ている。

０□：事業計画に定める目標値の達成状況が90パーセントに満たなかった。

015 ｈ 講習会を開催し、講習会参加者数 ３ ３■：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント以上となっている。 様式第９号（資料３の15ページ） 公文書館に対する県民の理解を深めるために実施す

は、事業計画の目標を達成できた ２□：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント未満100パーセント以上と ２ 利用普及事業 る講習会について、事業計画における講習会参加者数

か。 なっている。 ⑸ 講習会 「36人」に対し、その実績が「46人」で、「127.8

１□：事業計画に定める目標値の達成状況が100パーセント未満90パーセント以上となっ パーセント」の達成状況であった。

ている。

０□：事業計画に定める目標値の達成状況が90パーセントに満たなかった。

016 ｉ 映写会を開催し、映写会参加者数 ３ ３■：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント以上となっている。 様式第９号（資料３の15ページ） 公文書館に対する県民の理解を深めるために実施す

は、事業計画の目標を達成できた ２□：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント未満100パーセント以上と ２ 利用普及事業 る映写会について、事業計画における映写会参加者数

か。 なっている。 ⑹ 映写会 「100人」に対し、その実績が「195人」となり、「19

１□：事業計画に定める目標値の達成状況が100パーセント未満90パーセント以上となっ 5.0パーセント」の達成状況であった。

ている。

０□：事業計画に定める目標値の達成状況が90パーセントに満たなかった。

017 ｊ 視察見学参加者数は、事業計画の ３ ３■：事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント以上となっている。 ２□： 様式第９号（資料３の15ページ） 公文書館に対する県民の理解を深めるために実施す

目標を達成できたか。 事業計画に定める目標値の達成状況は110パーセント未満100パーセント以上となってい ２ 利用普及事業 る視察見学について、事業計画における視察見学参加

る。 ⑺ 視察見学 者数「654人」に対し、その実績が「829人」で、「12

１□：事業計画に定める目標値の達成状況が100パーセント未満90パーセント以上となっ 6.8パーセント」の達成状況であった。

ている。

０□：事業計画に定める目標値の達成状況が90パーセントに満たなかった。

⑵ 経費の節減に対する取組（満点42点）

評価項目 評点 評点及びその評価基準 判断資料 判断要素及び判断結果

ア 指定管理（公文書等の収集、整理、保存

及び利用促進事業をいう。）に係る経費に 13

ついて（満点18点）

(ア) 公文書等の収集、整理、保存及び利

用促進に係る経費について 13

018 ａ 公文書館業務を適正・能率的に遂 ３ ３■：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 様式第８号（資料３の11ページ） 収集整理事業についての予算額「9,162,000円」に

行していくために、収集整理事業に 以下となっている。 収集整理事業 対し、決算額「7,588,982円」で、「82.8パーセン

係る経費について収支計画に定める ２□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント ト」の執行となり、節減割合が「17.2パーセント」と

予算の節減に努めたか。 を超え100パーセント以下となっている。 なっている。

１□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が100パーセント

を超え110パーセント以下となっている。

０□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が110パーセント

を超えた。

019 ｂ 公文書館業務を適正・能率的に遂 ０ ３□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 様式第８号（資料３の11ページ） 保存事業についての予算額「11,003,000円」に対

行していくために、保存事業に係る 以下となっている。 保存事業 し、決算額が「16,132,728円」で、「146.6パーセン

経費について収支計画に定める予算 ２□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 様式第７号（資料３の４ページ） ト」の執行となっている。その要因は、一筆地調査図
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の節減に努めたか。 を超え100パーセント以下となっている。 ２ 公文書等の管理業務 修復と公文書等マイクロ化業務委託を追加して行った

１□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が100パーセント ⑵ 保存事業 からである。

を超え110パーセント以下となっている。 ア 公文書等修復事業 ※ 予算の節減について評点０点だが、剰余金を活用

０■：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が110パーセント (ｱ)一筆地調査図修復 し、事業を積極的に実施したことについて、努力を

を超えた。 イ 公文書等マイクロ撮影・写真撮影関係事業 認める。

(ｱ)公文書等マイクロ化業務委託

020 ｃ 公文書館業務を適正・能率的に遂 ３ ３■：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 様式第８号（資料３の11ページ） 閲覧事業についての予算額「1,039,000円」に対

行していくために、閲覧事業に係る 以下となっている。 閲覧事業 し、決算額が「865,947円」で、「83.3パーセント」

経費について収支計画に定める予算 ２□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント の執行となり、節減割合が「16.7パーセント」となっ

の節減に努めたか。 を超え100パーセント以下となっている。 ている。

１□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が100パーセント

を超え110パーセント以下となっている。

０□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が110パーセント

を超えた。

021 ｄ 公文書館業務を適正・能率的に遂 ２ ３□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 様式第８号（資料３の12ページ） 利用普及事業についての予算額「4,066,000円」に

行していくために、利用普及事業に 以下となっている。 利用普及事業 対し、決算額が「4,009,396円」で、「98.6パーセン

係る経費について収支計画に定める ２■：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント ト」の執行で、節減割合が「1.4パーセント」となっ

予算の節減に努めたか。 を超え100パーセント以下となっている。 ている。

１□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が100パーセント

を超え110パーセント以下となっている。

０□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が110パーセント

を超えた。

022 ｅ 公文書館業務を適正・能率的に遂 ３ ３■：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 様式第８号（資料３の12ページ） 調査・研究事業についての予算額「700,000円」に

行していくために、調査・研究事業 以下となっている。 調査・研究事業 対し、決算額が「511,237円」で、「73.0パーセン

に係る経費について収支計画に定め ２□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント ト」の執行となり、節減割合が「27.0パーセント」と

る予算の節減に努めたか。 を超え100パーセント以下となっている。 なっている。

１□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が100パーセント

を超え110パーセント以下となっている。

０□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が110パーセント

を超えた。

023 ｆ 公文書館業務を適正・能率的に遂 ２ ３□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 様式第８号（資料３の12ページ） 公文書専門員等養成事業についての予算額「1,322,

行していくために、公文書専門員等 以下となっている。 公文書専門員等養成事業 000円」に対し、決算額は「1,322,000円」で、「100.

養成事業に係る経費について収支計 ２■：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 0パーセント」の執行となっている。

画に定める予算の節減に努めたか。 を超え100パーセント以下となっている。

１□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が100パーセント

を超え110パーセント以下となっている。

０□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が110パーセント

を超えた。

イ 経費の節減（指定管理に係る経費の節減

を除く。）に向けた努力について（満点 15

24点）

(ア) 施設の維持管理に係る経費の節減に

ついて 15

024 ａ 適正な管理運営のために、公文書 ２ ３□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 様式第８号（資料３の12ページ） 公文書館管理運営費についての予算額「9,504,000

館管理運営費に係る経費について収 以下となっている。 公文書館管理運営費 円」に対し、決算額「9,022,454円」となり、「94.9
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支計画に定める予算の節減に努めた ２■：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント パーセント」の執行率となり、節減割合は「5.1パー

か。 を超え100パーセント以下となっている。 セント」となっている。

１□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が100パーセント

を超え110パーセント以下となっている。

０□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が110パーセント

を超えた。

025 ｂ 適正な管理運営のために、警備業 ２ ３□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 様式第８号（資料３の13ページ） ◯ 常駐警備、清掃業務、環境衛生管理、機械設備等

務に係る経費について収支計画に定 以下となっている。 施設管理運営費 保守管理について、予算「13,346,000円」に対し、

める予算の節減に努めたか。 ２■：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 施設・設備保守点検業務 決算「12,915,000円」で、「96.8パーセント」の執

を超え100パーセント以下となっている。 ⑴ 常駐警備、清掃業務、環境衛生管理、機 行率となっている。

１□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が100パーセント 械設備等保守管理 ◯ 機械設備保守点検業務について、予算「794,000

を超え110パーセント以下となっている。 ⑵ 機械警備 円」に対し、決算「693,800円」で、「87.3パーセ

０□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が110パーセント ント」の執行率となっている。

を超えた。 ◯ これらを合計すると、予算「14,140,000円」に対

し、決算「13,608,000円」で、「96.2パーセント」

の執行率になっている。

026 ｃ 適正な管理運営のために、環境衛 ２ ３□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 様式第８号（資料３の13ページ） ◯ 塵芥処理業務について、予算「516,000円」に対

生管理業務に係る経費について収支 以下となっている。 施設管理運営費 し、決算「516,000円」で、「100.0パーセント」の

計画に定める予算の節減に努めた ２■：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 施設・設備保守点検業務 執行率となっている。

か。 を超え100パーセント以下となっている。 ⑶ 塵芥処理業務

１□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が100パーセント

を超え110パーセント以下となっている。

０□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が110パーセント

を超えた。

027 ｄ 適正な管理運営のために、機械設 ２ ３□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 様式第８号（資料３の13ページ） ◯ 電話設備保守点検業務について、予算「273,000

備等の保守管理業務に係る経費につ 以下となっている。 施設管理運営費 円」に対し、決算「273,000円」で、「100.0パーセ

いて収支計画に定める予算の節減に ２■：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 施設・設備保守点検業務 ント」の執行率となっている。

努めたか。 を超え100パーセント以下といる。 ⑷ 電話設備 ◯ 消防用設備保守点検業務について、予算「609,00

１□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が100パーセント ⑸ 消防用設備 0円」に対し、決算「609,000円」で、「100.0パー

を超え110パーセント以下となっている。 ⑹ 昇降機保守点検 セン」トの執行率となっている。

０□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が110パーセント ⑺ 自家用電気工作物保守管理 ◯ 昇降機保守点検保守点検業務について、予算「1,

を超えた。 ⑻ その他の機械設備保守管理 538,000円」に対し、決算「1,537,200円」で、「9

⑼ 映写機音響・映像装置保守点検 9.9パーセント」の執行率となっている。

◯ 自家用電気工作物保守管理保守点検保守点検業務

について、予算「366,000円」に対し、決算「327,6

00円」で、「89.5パーセント」の執行率となってい

る。

◯ その他の機械設備保守管理点検業務について、予

算「2,363,000円」に対し、決算「2,362,500円」

で、「100.0パーセント」の執行率となっている。

◯ 映写機音響・映像装置保守点検について、予算

「599,000円」に対し、決算「546,000円」で、「9

1.2パーセント」の執行率となっている。

◯ これらを合計すると、予算「5,748,000円」に対

し、決算「5,655,300円」で、「98.4パーセント」

の執行率になっている。

028 ｅ 適正な管理運営のために、システ ２ ３□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 様式第８号（資料３の13ページ） 公文書館資料管理システム保守管理について、予算

ム保守業務に係る経費について収支 以下となっている。 施設管理運営費 「2,646,000円」に対し、決算「2,646,000円」で、
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計画に定める予算の節減に努めた ２■：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 施設・設備保守点検業務 「100.0パーセント」の執行率となっている。

か。 を超え100パーセント以下となっている。 ⑽ 公文書館資料管理システム保守管理

１□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が100パーセント

を超え110パーセント以下となっている。

０□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が110パーセント

を超えた。

029 ｆ 適正な管理運営のために、施設・ ２ ３□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 様式第８号（資料３の13ページ） 施設・機器使用料について、予算「13,469,000円」

機器使用料に係る経費について収支 以下となっている。 施設管理運営費 に対し、決算「13,470,739円」で、「100.0パーセン

計画に定める予算の節減に努めた ２■：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 施設・機器使用料 ト」の執行率となっている。

か。 を超え100パーセント以下となっている。

１□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が100パーセント

を超え110パーセント以下となっている。

０□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が110パーセント

を超えた。

030 ｇ 適正な管理運営のために、その他 ３ ３■：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 様式第８号（資料３の14ページ） その他施設維持管理経費について、予算「35,639,0

施設維持管理経費に係る経費につい 以下となっている。 施設管理運営費 00円」に対し、決算「31,888,974円」で、「89.5パー

て収支計画に定める予算の節減に努 ２□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント その他施設維持管理経費 セント」の執行率となっている。

めたか。 を超え100パーセント以下となっている。

１□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が100パーセント

を超え110パーセント以下となっている。

０□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が110パーセント

を超えた。

031 ｈ 適正な管理運営のために、人件費 ２ ３□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント 様式第８号（資料３の14ページ） 人件費については、収支計画で定める予算額「120,

に係る経費について収支計画に定め 以下となっている。 人件費 046,000円」に対し、決算「119,415,983円」となって

る予算の節減に努めたか。 ２■：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が90パーセント おり、「99.5パーセント」の執行とな執行率となって

を超え100パーセント以下となっている。 いる。

１□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が100パーセント

を超え110パーセント以下となっている。

０□：収支計画で定めた予算額に対し、現に支出した額を対比した割合が110パーセント

を超えた。

⑶ 公文書館の適正な管理の確保に対する取組（満点39点）

評価項目 評点 評点及びその評価基準 判断資料 判断要素及び判断結果

ア 管理の体制について（満点12点） ６

(ア) 公文書館の管理運営に必要な組織・

人員体制について ２

032 ａ 公文書館業務を適正・能率的に遂 ２ ３□：当初の職員配置計画に定める配置数を上回る数の専門職員を配置した。 様式第７号（資料３の１ページ、89ページ） 計画のとおり、年間を通じて館長、公文書専門員及

行していくために、公文書館の管理 ２■：職員配置計画どおりに年間を通じて職員を適正に配置した。 １ 基本的事項 び修復士を配置している。

のための職として、館長、公文書専 １□：一定期間について職員配置計画に定める数どおり配置できない時期があった。 ⑴ 組織・職員配置等

門員及び修復士を配置したか。 ０□：館長又は年間を通じて公文書専門員若しくは修復士を配置しなかった。 別紙１

(イ) 職員研修の計画について ４

033 ａ 公文書館業務を適正・能率的に遂 ２ ３□：職員研修計画に定める研修につき参加人数や受講回数を増やした。 様式第７号（資料３の１ページ） 公文書館等職員研修会を受講せさることにより、公
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行していくために、専門職員に公文 ２■：職員研修計画に定める研修につき受講させる措置を講じた。 １ 基本的事項 文書館の適正な管理を確保するための人材の養成及び

書館専門員職員養成課程を計画どお １□：職員研修計画に定める研修につき、一部のものを除き受講させる措置を講じた。 ⑵ 職員研修 職員の資質を向上させるための措置を講じている。

り受講させるなどにより、公文書館 ０□：職員研修計画に定める研修につき、職員を初期の目的に係る講習等の養成課程に

専門員の能力養成に努めたか。 受講させていない。

034 ｂ 公文書館業務を適正・能率的に遂 １ ３□：必要な講習等に参加させる人数や受講回数を増やした。 様式第７号（資料３の１ページ） 公文書館の業務に求められている職員の資質向上の

行していくために、職員に専門的知 ２□：初期の職員研修計画に定める研修につき計画どおり受講させた。 １ 基本的事項 ために必要な文化財防虫防菌処理実務講習会等公文書

識・技術講習会を計画どおり受講さ １■：職員研修計画に定める研修につき計画を一部変更しているものの職員の資質向上 ⑵ 職員研修 等を取り扱う上で重要な知識を習得させるための取組

せるなどにより、職員の専門的な知 のための講習を受講させた。 を実施している。

識や技術の向上に努めたか。 ０□：職員研修計画に定める研修につき職員の講習等を受講させていない。

035 ｃ 公文書館業務を適正・能率的に遂 １ ３□：職員研修計画に定める研修につき参加させる人数や受講回数を増やした。 様式第７号（資料３の１ページ） 公文書館の業務に求められている職員の資質向上の

行していくために、職員に情報提供 ２□：初期の職員研修計画に定める研修につき計画どおり受講させた。 １ 基本的事項 ために、九州国立博物館環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ及びﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活用

等研究会を計画どおり受講させるな １■：職員研修計画に定める研修につき計画を一部変更しているものの職員の資質向上 ⑵ 職員研修 事業の調査･視察を行うことにより、公文書館の管理運営に係

どにより、職員の公文書等の取扱に のための講習を受講させた。 る現代的な課題に適切に対応する能力を習得させるため

係る現代的な課題に適切に対応する ０□：職員研修計画に定める研修につき職員の講習等を受講させていない。 の取組を実施している。

能力の習得に努めたか。

イ 管理の実施状況について（満点18点） 15

(ｱ) 公文書等の収集、整理、保存、閲覧

等に係る管理運営について。 15

036 ａ 歴史資料として重要な公文書等の ３ ３■：事業計画に定める目標値を上回る達成状況だった。 様式第７号（資料３の３ページ） 公文書館の利用促進のための廃棄決定文書の収集事

利用を図るために、収集事業の計画 ２□：事業計画に定める目標値をほぼ達成した。 ２ 公文書等の管理業務 業について、事業計画での目標収集引継文書箱数「2,

に定める目標を達成できたか。 １□：事業計画に定める目標値を下回る達成状況だった。 ⑴ 収集整理事業 848箱」に対し、実績「5,498箱」で、「193.0パーセ

０□：事業計画に定める目標値を大きく下回る達成状況だった。 ア 収集事業 ント」の達成状況であった。なお、今後とも、引渡促

進活動を行う等により、各種委員会等からの引継文書

の引渡の拡大を期待する。

037 ｂ 歴史資料として重要な公文書等の ０ ３□：事業計画に定める目標値を上回る達成状況だった。 様式第７号（資料３の３ページ） 公文書館の利用促進のための収集文書の評価選別事

利用を図るために、評価選別事業の ２□：事業計画に定める目標値をほぼ達成した。 ２ 公文書等の管理業務 業について、事業計画での目標評価選別箱数「15,000

計画に定める目標を達成できたか。 １□：事業計画に定める目標値を下回る達成状況だった。 ⑴ 収集整理事業 箱」に対し、実績「11,230箱」で、「74.9パーセン

０■：事業計画に定める目標値を大きく下回る達成状況だった。 イ 評価選別事業 ト」の達成状況であった。計画に達成しなかったもの

の、前年度実績「10,779箱」を超えており、平成19年

度から平成21年度の３年間の計画数「29,500箱」に対

し、３年間の実績数「29,050箱」で、「98.5パーセン

ト」の達成状況であった。更なる評価選別の効率化を

期待する。

038 ｃ 歴史資料として重要な公文書等の ３ ３■：事業計画に定める目標値を上回る達成状況だった。 様式第７号（資料３の３ページ） ◯ 沖縄県文書の整理について、事業計画での整理簿

利用を図るために、整理事業の計画 ２□：事業計画に定める目標値をほぼ達成した。 ２ 公文書等の管理業務 冊「2,100簿冊」に対し、実績「4,722簿冊」で、

に定める目標を達成できたか。 １□：事業計画に定める目標値を下回る達成状況だった。 ⑴ 収集整理事業 「224.9パーセント」の達成状況であった。

０□：事業計画に定める目標値を大きく下回る達成状況だった。 ウ 整理事業 ◯ 寄贈寄託資料の整理について、事業計画での整理

資料「1,000件」に対し、実績「2,697件」で、「26

9.7パーセント」の達成状況であった。業務委託を

工夫することにより、実績を伸ばしたことを評価す

る。

◯ 在米沖縄関係資料の整理について、事業計画での

整理資料「1,000簿冊」に対し、実績「1,223簿冊」

で、「122.3パーセント」の達成状況であった。

◯ 電子公文書館システム業務について、事業計画で
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の電子閲覧の資料ページ数「20,000ページ」に対

し、実績「36,465ページ」で、「182.3パーセン

ト」の達成状況であった。当初計画にない2003年か

ら2008年まで実施し、実績を伸ばしたことを評価す

る。

039 ｄ 歴史資料として重要な公文書等を ３ ３■：事業計画に定める目標値を上回る達成状況だった。 様式第７号（資料３の４ページ） ◯ 保存箱入替作業について、事業計画での入替保存

保存する記録センターとしての機能 ２□：事業計画に定める目標値をほぼ達成した。 ２ 公文書等の管理業務 箱数「1,000箱」に対し、実績「1,191箱」で、「11

を充実させるために、公文書等修復 １□：事業計画に定める目標値を下回る達成状況だった。 ⑵ 保存事業 9.1パーセント」の達成状況であった。

事業の計画に定める目標を達成でき ０□：事業計画に定める目標値を大きく下回る達成状況だった。 ア 公文書等修復事業 ◯ 一筆地調査図修復について、事業計画での簡易補

たか。 修「1,000枚」に対し、実績は「2,276枚」で、「22

7.6パーセント」の達成状況であった。

◯ 琉球政府文書等綴直し事業について、事業計画

での綴直し「50冊」に対し、実績「52冊」で、「10

4.0パーセント」の達成状況であった。

◯ 資料の点検・調査について、事業計画での回数

「１回」に対し、実績「２回」で、達成状況は「20

0.0パーセント」だった。必要に応じ適宜実施する

ことを期待する。

◯ 執行残を活用し、追加事業を行ったことを評価す

る。

040 ｅ 歴史資料として重要な公文書等を ３ ３■：事業計画に定める目標値を上回る達成状況だった。 様式第７号（資料３の４ページ） ◯ 公文書等マイクロ化業務委託について、事業計画

保存する記録センターとしての機能 ２□：事業計画に定める目標値をほぼ達成した。 ２ 公文書等の管理業務 におけるマイクロ化数「86,751コマ」に対し、実績

を充実させるために、公文書等マイ １□：事業計画に定める目標値を下回る達成状況だった。 ⑵ 保存事業 「156,389コマ」で、「180.3パーセント」の達成状

クロ撮影・写真撮影関係事業の計画 ０□：事業計画に定める目標値を大きく下回る達成状況だった。 イ 公文書等マイクロ撮影・写真撮影関係事業 況であった。

に定める目標を達成できたか。 ◯ 琉球政府文書強劣化修復簿冊等のマイクロ撮影に

ついて、事業計画におけるマイクロ撮影数「9,000

コマ」に対し、実績「9,980コマ」で、「110.9パー

セント」の達成状況であった。

◯ 一筆地調査図のマイクロ撮影について、事業計画

におけるマイクロ撮影数「3,000コマ」に対し、実

績「4,999コマ」で、「166.6パーセント」の達成状

況であった。

◯ 琉政文書の利用制限情報確認作業について、事業

計画における確認冊数「300冊」に対し、実績「648

冊」で、「216.0パーセント」の達成状況であっ

た。作業を進めることにより、円滑に資料閲覧がな

されることを期待する。

◯ 琉球政府文書ＣＤ・マイクロフィルムの公開処理

作業について、事業計画における処理冊数「50冊」

に対し、実績「50冊」で、「100.0パーセント」の

達成状況であった。

◯ 執行残を活用し、追加事業を行ったことを評価す

る。

041 ｆ 公文書館業務を適正に遂行してい ３ ３■：事業計画以上に実施した。 様式第７号（資料３の５ページ） 窒素発生装置の点検・整備は、計画は１回だが、業

くために、計画に定める目標どおり ２□：事業計画どおりに実施した。 ２ 公文書等の管理業務 者の申し出により、２回目の点検がなされた。今後と

公文書等燻蒸事業を実施した。 １□：一部計画どおりに行われなかった。 ⑵ 保存事業 も燻蒸処理に支障のない点検整備が望まれる。

０□：全く行わなかった。 ウ 公文書等燻蒸事業

ウ 危機管理体制及び情報管理等について
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（満点９点） ６

(ア) 緊急時の対策（防犯・防災等）につ

いて ６

042 ａ 適正な管理運営のために、関係法 ２ ３□：関係法規の定めるところにより、防火管理者を選任し、当該防火管理者が適正な 様式第７号（資料３の２ページ） 平成19年７月２日に公文書館の総務企画課長を防火

規の定めるところにより、施設防災 防火管理のための措置を講じていると認められる。 １ 基本的事項 管理者として選任し、防火管理者が消防計画の作成や

のための防火管理者を選任し、適正 ２■：関係法規の定めるところにより、防火管理者を選任していると認められる。 ⑶ 緊急時の対策（防犯・防災） 消防訓練の実施などに適切な指揮がなされていると認

な防火管理のための措置を講じてい １□：関係法規の定めるところにより、防火管理者を選任しているものの、当該防火管 められる。

るか。 理者が組織的な権限との関係で問題があるものとなっていると認められる。

０□：防火管理者を選任していない。

043 ｂ 適正な管理運営のために、消防計 ２ ３□：消防計画を作成するとともに、消防訓練を適切に実施するほか、職員の防災対策 様式第７号（資料３の２ページ） 平成21年５月26日に消防計画を変更するとともに、

画を作成するとともに、消防訓練を マニュアルの講習など、火災時の防災対策を適正に講じていると認められる。 １ 基本的事項 平成21年６月22日に消防設備講習を、平成21年12月７

実施して、火災時の防災対策を講じ ２■：消防計画を作成するとともに、消防訓練を適切に実施し、火災時の防災対策を適 ⑶ 緊急時の対策（防犯・防災） 日に消防訓練を実施しており、防火のための対策を適

ているか。 正に講じていると認められる。 切に講じていると認められる。

１□：消防計画を作成したものの、消防訓練が実施されていない状況にある。

０□：消防計画を作成しておらず、消防訓練も実施していない状況にある。

044 ｃ 適正な管理運営のために、緊急時 ２ ３□：緊急時の関係機関との連絡体制をあらかじめ整備するとともに、これら関係機関 様式第７号（資料３の２ページ、190ページ） 年度の当初において緊急時の連絡体制を整備し、関

連絡体制を整備したか。 と定期的に連絡関係について確認する措置を講じていると認められる。 １ 基本的事項 係機関との連絡についても確立しており、緊急時の適

２■：緊急時の関係機関との連絡体制を整備していると認められる。 ⑶ 緊急時の対策（防犯・防災） 切な対応の確保がなされていると認められる。

１□：緊急時の関係機関との連絡体制を整備しているものの、当該体制が機能しない事 別紙①

故が発生したと認められる。

０□：緊急時の関係機関との連絡体制を整備しておらず、これが原因となって緊急時の

対応に問題が生じる事故が発生したと認められる。



沖縄県公文書館指定管理者の

平成21年度業務実績評価について

Ⅱ 総合評価
１ 評価結果

評価項目 得点割合 評点 満点

合計 76 100 132

⑴ 県民の公平な利用、サービスの向上、利用促進に関する取組 88 45 51

ア 県民の公平な利用、サービスの維持・向上について 86 18 21

イ 施設の利用促進について 90 27 30

⑵ 経費の節減に対する取組 67 28 42

ア 指定管理に係る経費について 72 13 18

イ 経費の節減に向けた努力について 63 15 24

⑶ 公文書館の適正な管理の確保に対する取組 69 27 39

ア 管理の体制について 50 6 12

イ 管理の実施状況について 83 15 18

ウ 危機管理体制及び情報管理等について 67 6 9

２ 総合評価

得点割合 80以上 60以上80未満 40以上60未満 40未満
区分

ラ ン ク Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

評価の説明 ⑴ 県民の公平な利用、サービスの向上、利用促進に関する取組につい

て、公文書館の入館者数を増加させる取組を行っていると評価するこ

とができる。

⑵ 経費の節減に対する取組について、施設管理等に要する経費である

施設管理運営費を節減していると評価することができる。

⑶ 公文書館の適正な管理の確保に対する取組について、整理事業及び

保存事業が目標数値を大きく超えて達成していると評価することがで

きる。

⑷ 以上を踏まえ、平成21年度業務実績についてはおおむね適正である

と認められる。



参考（評価要領４⑵関係）

総合評価の実施方法

総合評価は、次の表に掲げる区分により行う。

総合評価の基準 総合評価 総合評点

得点割合が80以上の場合 特に優れていると認められる。 Ａ

得点割合が60以上80未満の場合 おおむね適正であると認められる。 Ｂ

得点割合が40以上60未満の場合 努力が必要であると認められる。 Ｃ

得点割合が40未満の場合 改善すべきであると認められる。 Ｄ

備考 表中「得点割合」は、次の算式により算出する。

事業実績評価シートの評点の合計
得点割合の算式 ＝ ×100

事業実績評価シートの評価項目の配点の合計




