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件名：沖縄県公文書館に係る指定管理者制度運用委員会（第 回）の会議結果の公表及10
び沖縄県公文書館指定管理者の平成 年度業務実績評価について23

１ 沖縄県公文書館に係る指定管理者制度運用委員会（第 回）の会議結果の公表につ10
いて

⑴ 開催日時等

ア 日時 平成 年７月 日（火曜日）午後２時から午後４時まで24 31
イ 場所 県庁 階第５会議室11
ウ 出席委員 照屋寛之委員（沖縄国際大学教授 、幸地啓子委員（税理士 、） ）

前津榮健委員（沖縄国際大学教授 、玉城辰彦委員（弁護士））

（注：青山喜佐子委員は、都合により欠席）

エ 説明員 総務私学課長、行政情報センター室長、主査

⑵ 議事

沖縄県公文書館指定管理者の平成 年度業務実績評価について23

⑶ 議事の概要

ア 総合評価の説明を修正した上で、沖縄県公文書館指定管理者の平成 年度業務23
実績評価案を了承する。

２ 沖縄県公文書館指定管理者の平成 年度業務実績評価について23
沖縄県公文書館指定管理者が行った平成 年度業務実績については、おおむね適正23
であると認められる。

（添付ファイル）

・Ⅰ個別評価シート

・Ⅱ総合評価

・議事録
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沖縄県公文書館指定管理者の平成23年度業務実績評価について

個別評価シートⅠ
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）⑴

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

18ア 県民の公平な利用、サービスの維持・向

（満点21点）上について

４（ア） 県民の公平な利用の確保について

ａ ホームページで公文書等の検索や 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 （資料３の６ページ） ○沖縄県公報（平成22年発行分）のホームページ追加001 １ 様式第７号

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 掲載について、事業計画で「第２四半期」実施に対

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 (4) 利用普及事業 し、実績は「第３四半期」で、実施時期が遅れてい

含め広く県民が公文書等の利用を促 等の利用に供したと認められる。 エ インターネットサービス る。

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 ○沖縄戦関係写真951枚のホームページ追加掲載につ

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 いて、事業計画で「第４四半期」実施に対し、実績は

れる。 「第４四半期」と計画どおり実施している。

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。 目標数値は達成できていないが、事業計画外で、行

政記録（昭和20年～49年分）のテキストデータ化を

行っており、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れる。

なお、達成状況を評価するにあたり、目標数量の設

定が望ましい。

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 （資料３の17～50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002 レファレンス記録

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、全体的に

ないか。 等）が適宜なされていると認められる。 公文書館が所蔵する公文書等に関する問い合わせに適

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 切に対応していることが認められる。また、接遇マ

された例はないと認められる。 ナー講習会（平成23年６月27日）を実施しており、職

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 員の教育が適切になされていると認められる。

者から提示されたと認められる。

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。

利用者の意見を把握するためのアン(イ)

ケート等を実施するなどし、利用者の

８意見を管理業務に反映させる取組がな

されたか。

ａ 「閲覧室」の利用者の意見を把握 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 （資料３の88～91ページ） 閲覧室の利用者に対するアンケートの実施は第１四003 ３ 閲覧室アンケート

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、「閲覧室 半期から第４四半期まで実施されており、利用者の意

し、利用者の意見を踏まえて自己評 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。 見や要望等を把握する取組が実施されていることが認

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 められる。
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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 当該アンケートにおける職員対応説明及び閲覧サー

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 ビス項目については、満足度が高く、複写待ち時間の

上のための取組がなお必要であると認められる。 解消のため、複写物の後日郵送サービスを実施してお

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 り、閲覧室サービスの向上を図る取組がなされている

の取組がなされていないと認められる。 と認められる。

ｂ 「展示室」の利用者の意見を把握 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 （資料３の92～93ページ） 展示室の利用者に対するアンケートの実施は第１四004 ２ 常設展アンケート

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、「展示室 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 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 自己評価の判断材料に見合うようアンケートの回答

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 数向上のための改善策を検討する取組が望まれる。

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、「展示室サービス」の向上のため

の取組がなされていないと認められる。

ｃ 「講演会等」の利用者の意見を把 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 （資料３の94～97ページ） 講演会等の参加者に対するアンケートを実施し、利005 ３ 映写会実施報告書

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、「講演会等 用者の意見や要望を把握する取組が実施されているこ公文書館講座「沖縄の土地調査について」（報告）

し、利用者の意見を踏まえて自己評 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。 （資料３の98～99ページ） とが認められる。

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 （資料３の また、当該アンケートで把握できた利用者の意見等デジタルアーキビスト講習会ｉｎ沖縄

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、 100～103ページ） を分析し、講演会等サービスの向上を図るための取組

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 （資料３の104がなされていると認められる。公文書館機能普及セミナーｉｎ沖縄

ているか。 のと認められる。 ～108ページ）

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。

６(ウ) 利用者からのクレームへの対策につ

いて

ａ 利用者のクレームのうち、即時に 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 （資料３の88～91ページ） 利用者のクレームや要望を踏まえ、即時対応が可能006 ３ 閲覧室アンケート

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た処置が講じられていると認められる。 （資料３の109～114ページ） なものについては、利用者の利便性確保に努め、ダウ様式第６号

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 ンロード様式の追加等利用者の希望を把握し対応して

るか。 められる。 いることが認められる。

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

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。

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。

ｂ 利用者からのクレームで即時対応 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 （資料３の109～114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007 ３ 様式第６号

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具体的な取組 評価する。

織で情報を共有したか。 がなされていると認められる。
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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

ための取組がなされていないと認められる。

16イ 施設の利用促進について（満点30点）

16(ア) 公文書館の利用促進について。

ａ 利用者からの照会等に対し、利用 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 （資料３の17～50ページ） 利用者からの照会や問い合わせ等は多種多様なもの008 ３ レファレンス記録

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 （資料３の14ページ） があるところ、指定管理者は利用者の求める公文書等様式第９号

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。 １ 管理運営 を適切に把握し、必要な検索を実施して公文書等の有

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 (ｱ)照会回答（レファレンス） 無を確認しているほか、利用者が求める情報を提供す

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 る対応をしていることが認められる。

いると認められる。

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。

ｂ 公文書館に係るホームページの閲 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。 （資料３の14ページ） 公文書等の電子情報化及びホームページでの公開を009 ３ 様式第９号

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 図り、インターネットを活用して公文書館の収蔵する

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

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 目標件数「54,500人」に対し、その実績は「73,283

ている。 人」となっており、「134.5パーセント」の達成状況

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。 であった。

ｃ 遠隔地における公文書館の利用促 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。 （資料３の14ページ） 事業計画の中で移動展を実施することとしておら010 ０ 様式第９号

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 ず、実績もなかった。遠隔地における公文書館の利用

加者数は、事業計画の目標を達成で なっている。 (ｳ)移動展 促進を図るために移動展を実施されたい。

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。

ｄ 公文書館の入館者数は、事業計画 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。 （資料３の14ページ） 公文書館を利用することを目的とした公文書館の年011 １ 様式第９号

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 間入館者数について、事業計画での目標入館者数「1

なっている。 (ｴ)入館者数 2,800人」に対し、その実績が「12,595人」となって

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 おり、「98.4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。

ｅ 資料閲覧件数は、事業計画の目標 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。 （資料３の14ページ） 公文書等の資料閲覧者数について、事業計画におけ012 ３ 様式第９号

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 る目標である「1,500人」に対し、その実績が「1,661

なっている。 ⑴ 資料閲覧 人」であり、「110.7パーセント」の達成状況であっ

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 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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ｆ 講演会を開催し、講演会参加者数 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。 （資料３の14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013 ０ 様式第９号

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、事業計画において目標数値（講演

か。 なっている。 ⑶ 講演会 会参加者数）を設定していないため、その実績は「66

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」となっているが、達成状況の把握ができない。

ている。 目標値を設定することが望まれる。

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。

ｇ 講座を開催し、講座参加者数は、 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。 （資料３の14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014 ３ 様式第９号

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「80

なっている。 ⑷ 講座 人」に対し、その実績が「92人」となり、「115.0

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。

ｈ 講習会を開催し、講習会参加者数 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。 （資料３の14ページ） 事業計画の中で講習会を実施することとしておら015 ０ 様式第９号

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 ず、実績もなかった。公文書館に対する県民の理解を

か。 なっている。 ⑸ 講習会 深めるために講習会を実施されたい。

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。

ｉ 映写会を開催し、映写会参加者数 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。 （資料３の14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016 ３ 様式第９号

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「132人」となり、「13

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。

ｊ 視察見学参加者数は、事業計画の 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。 （資料３の14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017 ０ 様式第９号

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 る視察見学について、事業計画における視察見学参加

なっている。 ⑺ 視察見学 者数「1,000人」に対し、その実績が「601人」で、

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 「60.1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。

経費の節減に対する取組（満点42点）⑵

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

９及び利用促進事業をいう。）に係る経費に

（満点18点）ついて

公文書等の収集、整理、保存及び利(ア)

９用促進に係る経費について

ａ 公文書館業務を適正・能率的に遂 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 （資料３の９ページ） 収集整理事業についての予算額「11,080,000円」に018 １ 様式第８号

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「13,070,912円」で、「118.0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 （資料３の３ページ） ト」の執行率となっている。様式第７号

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。 ２ 公文書館の管理業務 その要因は、USCAR法務局文書マイクロフィルムの
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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 (1) 収集整理事業 デジタル化委託業務を新規で実施したことによる。

※よって、経費節減での評点は「０」となるものの、を超え110パーセント以下となっている。

事業を積極的に実施した努力を認め、評点「１」とす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

る。を超えた。

ｂ 公文書館業務を適正・能率的に遂 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 （資料３の９ページ） 保存事業についての予算額「8,077,000円」に対019 １ 様式第８号

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「8,480,156円」で、「105.0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 （資料３の３ページ） ト」の執行率となっている。様式第７号

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

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

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

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)保存措置（保存箱入替）

を超えた。

ｃ 公文書館業務を適正・能率的に遂 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 （資料３の９ページ） 閲覧事業についての予算額「4,112,000円」に対020 ２ 様式第８号

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「3,922,809円」で、「95.4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 ト」の執行率となっている。

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。

ｄ 公文書館業務を適正・能率的に遂 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 （資料３の10ページ） 利用普及事業についての予算額「1,469,000円」に021 １ 様式第８号

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「2,170,982円」で、「147.8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」の執行率となっている。

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。 その要因は、昭和20年～49年分の行政記録のテキス

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 トデータ化委託事業を新規で実施したことによる。

※よって、経費節減での評点は「０」となるものの、を超え110パーセント以下となっている。

事業を積極的に実施した努力を認め、評点「１」とす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

る。を超えた。

ｅ 公文書館業務を適正・能率的に遂 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 （資料３の10ページ） 調査・研究事業についての予算額「490,000円」に022 ３ 様式第８号

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「122,850円」で、「25.1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」の執行率となっている。

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。

ｆ 公文書館業務を適正・能率的に遂 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 （資料３の10ページ） 公文書専門員等養成事業についての予算額「1,573,023 １ 様式第８号

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「1,834,280円」で、「116.

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 6パーセント」の執行率となっている。

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。 その要因は、文化財虫菌害防除作業講習等の増と

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 いった、職員研修の充実化によるものである。

※よって、経費節減での評点は「０」となるものの、を超え110パーセント以下となっている。

事業を積極的に実施した努力を認め、評点「１」とす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

る。を超えた。

イ 経費の節減（指定管理に係る経費の節減
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15を除く。）に向けた努力について（満点

24点）

施設の維持管理に係る経費の節減に(ア)

15ついて

ａ 適正な管理運営のために、公文書 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 （資料３の10ページ） 公文書館管理運営費についての予算額「7,881,000024 ３ 様式第８号

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「6,820,113円」となり、「86.5

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。

ｂ 適正な管理運営のために、警備業 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 （資料３の11ページ） ◯ 常駐警備、清掃業務、環境衛生管理機械設備等保025 ２ 様式第８号

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 守管理について、予算「13,665,000円」に対し、決

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 算「12,848,850円」で、「94.0パーセント」の執行

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、環境衛生管理機械 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 設備等保守 ◯ 機械警備について、予算「265,000円」に対し、

を超え110パーセント以下となっている。 ⑵ 機械警備 決算「264,600円」で、「99.9パーセント」の執行

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 率となっている。

を超えた。 ◯ これらを合計すると、予算「13,930,000円」に対

し、決算「13,113,450円」で、「94.1パーセント」

の執行率になっている。

ｃ 適正な管理運営のために、環境衛 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 （資料３の11ページ） ◯ 塵芥処理業務について、予算「420,000円」に対026 ３ 様式第８号

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「333,900円」で、「79.5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。

ｄ 適正な管理運営のために、機械設 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 （資料３の11ページ） ◯ 消防用設備保守点検業務について、予算「450,00027 ０ 様式第８号

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 0円」に対し、決算「407,400円」で、「90.5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 消防用設備 ◯ 昇降機保守点検保守点検業務について、予算「88

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 昇降機保守点検 2,000円」に対し、決算「882,000円」で、「100

を超え110パーセント以下となっている。 ⑹ 自家用電気工作物保守管理 パーセント」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 その他の機械設備保守管理 ◯ 自家用電気工作物保守管理業務について、予算

を超えた。 ⑻ 映写機音響・映像装置保守点検 「252,000円」に対し、決算「252,000円」で、「10

0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「2,311,000円」に対し、決算「2,866,500円」

で、「124.0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

「274,000円」に対し、決算「270,900円」で、「9

8.9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「4,169,000円」に対

し、決算「4,678,800円」で、「112.2パーセント」
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の執行率になっている。

ｅ 適正な管理運営のために、システ 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 （資料３の11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028 ２ 様式第８号

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 「2,495,000円」に対し、決算「2,494,800円」で、

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 「99.9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。 (9) 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。

ｆ 適正な管理運営のために、施設・ 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 （資料３の11ページ） 施設・機器使用料について、予算「13,019,000円」029 ２ 様式第８号

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「12,919,155円」で、「99.2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。

ｇ 適正な管理運営のために、その他 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 （資料３の12ページ） その他施設維持管理経費について、予算「32,378,0030 1 様式第８号

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「32,754,608円」で、「101.2

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 パーセント」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。

ｈ 適正な管理運営のために、人件費 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 （資料３の12ページ） 人件費については、収支計画で定める予算額「120,031 ２ 様式第８号

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 495,000円」に対し、決算「112,681,429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、「93.5パーセント」の執行率となっている。

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。

公文書館の適正な管理の確保に対する取組（満点39点）⑶

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

11ア 管理の体制について（満点12点）

公文書館の管理運営に必要な組織・(ア)

２人員体制について

ａ 公文書館業務を適正・能率的に遂 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。 （資料３の１ページ） 計画のとおり、年間を通じて館長、公文書専門員、032 ２ 様式第７号

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 及び修復士（公文書主任専門員に含む）を配置してい

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 る。

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。 別紙組織図（資料３の51ページ）
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９(イ) 職員研修の計画について

ａ 公文書館業務を適正・能率的に遂 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。 （資料３の１ページ） 公文書館専門員職員養成課程を受講せさることによ033 ３ 様式第７号

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 り、公文書館の適正な管理を確保するための人材の養

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 成及び職員の資質を向上させるための措置を講じてい

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 る。

専門員の能力養成に努めたか。 受講させていない。 また、事業計画に定めた研修以外にも、保存担当学

芸員研修や文化財虫菌害防除作業講習等に参加させ、

専門員の能力養成に努めたことが認められる。

ｂ 公文書館業務を適正・能率的に遂 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。 （資料３の１ページ） 公文書館等職員研修会を受講させることにより、公034 ３ 様式第７号

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 文書の適正な管理を確保するための人材の養成及び公

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 文書館の業務に求められている職員の資質向上のため

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。 の措置を講じている。

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。 また、公文書管理セミナー等に参加させ、職員の専

門的知識の習得や技術の向上に努めたことが認められ

る。

ｃ 公文書館業務を適正・能率的に遂 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。 （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035 ３ 様式第７号

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、公文書館実務担当者研究会議や文化財保存修

公文書館の管理運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 復学会等に参加させることにより、

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。 させる営に係る現代的な課題に適切に対応する能力を習得

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。 ための取組を実施している。

能力の習得に努めたか。

15イ 管理の実施状況について（満点18点）

(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

ａ 歴史資料として重要な公文書等の ３■：事業計画に定める目標値を上回る達成状況だった。 （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036 ３ 様式第７号

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 000箱」に対し、実績「7,746箱」で、「287.3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。

ｂ 歴史資料として重要な公文書等の ３■：事業計画に定める目標値を上回る達成状況だった。 （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037 ３ 様式第７号

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「2,000

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「2,206箱」で、「110.3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。

ｃ 歴史資料として重要な公文書等の ３■：事業計画に定める目標値を上回る達成状況だった。 （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038 ３ 様式第７号

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「2,000簿冊」に対し、実績「2,140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 「107.0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 ◯ 行政刊行物の整理について、事業計画での整理資

料「1,000件」に対し、実績「768件」で、「116.8

パーセント」の達成状況であった。
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◯ 沖縄関係資料の整理について、事業計画での整理

資料「500簿冊」に対し、実績「505簿冊」で、「10

1.0パーセント」の達成状況であった。

◯ 写真の整理について、事業計画での整理資料「3

20枚」に対し、実績「408枚」で、「127.5パーセン

ト」の達成状況であった。

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

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 「450～1,000箱」に対し、実績「1,084箱」で、「1

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 08.4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「1,500枚」に対し、実績は「1,538枚」で、「10

2.5パーセント」の達成状況であった。

◯ 戦前沖縄県文書修復について、事業計画での綴

直し「128冊」に対し、実績「128冊」で、「100

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「１回」で、達成状況は「10

0パーセント」だった。

◯ 個別の修復について、事業計画での「随時」に対

し、実績「18冊」であった。

ｅ 歴史資料として重要な公文書等を ３□：事業計画に定める目標値を上回る達成状況だった。 （資料３の４ページ） ◯ 戦前沖縄県文書のマイクロ撮影について、事業計040 １ 様式第７号

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 画におけるマイクロ撮影数「20,000コマ」に対し、

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 実績「7,363コマ」で、「36.8パーセント」の達成

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 状況であった。なお、目標値を下回った要因は、事

に定める目標を達成できたか。 業計画時の対象資料の算出に誤りがあったためであ

り、今後の対象資料調査の強化や執行管理の徹底に

期待する。

◯ 琉球政府文書及び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「11,000

コマ」に対し、実績「15,201コマ」で、「138.2

パーセント」の達成状況であった。

◯ 一筆地調査図のデジタル化について、事業計画に

おけるデジタル化「1,000枚」に対し、実績「1,015

枚」で、「101.5パーセント」の達成状況であっ

た。

ｆ 公文書館業務を適正に遂行してい ３□：事業計画以上に実施した。 （資料３の４ページ） 燻蒸処理は、計画は「随時実施」だが、実績は「18041 ２ 様式第７号

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 回」であった。今後とも必要に応じた燻蒸処理が望ま

公文書等燻蒸事業を実施したか。 １□：一部計画どおりに行われなかった。 ⑵ 保存事業 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

８（満点９点）

緊急時の対策（防犯・防災等）につ(ア)

８いて

ａ 適正な管理運営のために、関係法 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 （資料３の２ページ） 公文書館の総務企画課長を防災管理者として選任042 ３ 様式第７号

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 し、人事異動による変更を平成23年９月27日に消防署
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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） に届出済みであり、防火管理者が消防計画の作成や消

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 防訓練の実施など防火管理のための措置がなされてい

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。 ると認められる。

０□：防火管理者を選任していない。

ｂ 適正な管理運営のために、消防計 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 （資料３の２ページ） 平成23年11月24日に消防計画を変更し消防署に届出043 ３ 様式第７号

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 済みである。また、平成23年11月28日に消防設備講

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） 習、平成23年12月８日に消防訓練を実施したほか、平

ているか。 正に講じていると認められる。 成23年５月16日に応急手当講習を実施しており、防火

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。 対策を適切に講じていると認められる。

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。

ｃ 適正な管理運営のために、緊急時 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 （資料３の２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044 ２ 様式第７号

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２（資料３の52～54ページ）

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23年度業務実績評価について

総合評価Ⅱ
１ 評価結果

評価項目 評点 満点得点割合

132合計 70 92

67 34 51⑴ 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

86 18 21ア 県民の公平な利用、サービスの維持・向上について

53 16 30イ 施設の利用促進について

57 24 42⑵ 経費の節減に対する取組

50 9 18ア 指定管理に係る経費について

63 15 24イ 経費の節減に向けた努力について

87 34 39⑶ 公文書館の適正な管理の確保に対する取組

92 11 12ア 管理の体制について

83 15 18イ 管理の実施状況について

89 8 9ウ 危機管理体制及び情報管理等について

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、評価することができるものの、移動展等の実施等遠隔地における

利用促進の取組実施についての努力を期待する。

⑵ 経費の節減に対する取組について、管理の質を保持しつつ、事業の

積極的実施とのバランスを図り、引き続き節減に向けた努力を期待す

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、収集整理事業

が目標数値を超えて達成し、保存事業においてもほぼ目標数値に達し

ていると評価することができる。

以上を踏まえ、平成23年度業務についてはおおむね適正であると認

められる。



（評価要領４⑵関係）参考

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

特に優れていると認められる。 Ａ得点割合が80以上の場合

おおむね適正であると認められる。 Ｂ得点割合が60以上80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以上60未満の場合

改善すべきであると認められる。 Ｄ得点割合が40未満の場合

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 ＝

事業実績評価シートの評価項目の配点の合計
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第10回沖縄県公文書館に係る指定管理者制度運用委員会議事録
（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

（事務局による個別評価の説明後）委員長

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ます。

Ａ委員 遠隔地での利用普及が公文書館の一つ課題ではないか。

離島がかなりあるので、そこまではなかなか厳しいかもしれない

が、石垣・宮古までなら可能ではないか。

Ｃ委員 移動展が計画にすら入っていないのは、公文書館の役割を考える

とどうかと思う。

今後、移動展の開催を事業計画で位置づけるべきではないかと考

える。

Ａ委員 移動展はコストがかかるという視点で離島での開催を敬遠しては

いないか。離島には利便性が少ないわけだから、公平性という意味

では、もっと離島に出向かないといけないのではないか。

Ｄ委員 移動展、講演会、講習会等、それぞれ一緒のスタンスでやってみ

て、どれがどれぐらいの費用対効果が出てくるのかを見極めていけ

ば、どれを中心にどういうふうにやっていくのか、おおよその目安

が立つのではないか、という話を前回もした覚えがある。職員を中

心とした講習的なものにしかなっていないという話もあったので、

どちらかというと、県民が何かを調べたい、あるいは何かを計画し

たときの資料の収集に役立ちますよというような利用の仕方を含め

るなど、内容についてもう少し考えていただければやり方があるよ

うに思う。

Ｃ委員 移動展や講習会で、目標なし、実績なしというのは問題。視察見

学についても目標達成しておらず、ちょっと後退している印象を受

けてしまう。
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Ｂ委員 経費節減面で非常に点数が低いが、こういう評価の仕方では低く

なるのは当然である。単に算数的に予算を超えたから評価ゼロでは

なく、まず事業計画をどの程度達成したか、それ以上のことをやっ

たのであれば、一事業あたりの金額にしてみれば成果は出ているば

ずである。例えば警備の費用も入札でどんどん削っていくと、警備

員の最低賃金まで引き下げられて、人数が減らされて事故につなが

らないとも限らない。今のように数字でどんどん切っていくことが

いいとなれば、事業を縮小せざるを得なくなるので、もう少しきめ

細かな見方が必要である。

事業報告書の説明で、消費税を納めなくて済んだから経費が余っ

たという話があったが、これは全くの経理の試算ミスである。要す

るに、計画を立てるときに、事業計画と数字があっていない。わけ

です。おそらく最初の消費税の積算は、県に内訳を出すときの数字

であろうが、ある程度の試算はできたはずである。そういう意味で

も数字の上では粗っぽいというか、前年踏襲的な予算の組み方を

ずっとやっていないかと思う。事業計画をもっと密に立てないと、

事業計画にないからやりませんでしたのいうのはおかしい。人も予

算も減らされ厳しい中では、例えば、指定管理期間が４年だとした

ら、１年目と３年目は離島周りをし、２年目と４年目はやらないと

いうような中期計画が必要。単年度で評価することも必要だが、公

文書館に綿密な中期展望の事業計画とそれにあった予算配分がない

と、おそらく今後経費のところは評点が悪いという結果になってし

まうのではないか。数値面だけで一律に捉えず、どんな事業が行わ

れたかという中身をもって数字も評価されるべきだと思う。

Ｄ委員 経費節減がどんどん進んでいくと、事業縮小につながっていき、

管理委託事業の最大の欠陥が出てきはしないかと心配なところであ

る。職員は意欲に燃えていっぱい事業をやっているのに評価が低い

と意欲も下がる。もう一度予算と事業と評点をどうとりまとめてい

くのか考えていかないとまずいと思う。

様々な意見が出たが、一つ一つの評点についてはどうですか。委員長

Ａ委員 前回も評点について議論があったと思うが、評価の仕方を見直す

べきではないか。
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Ｂ委員 金額が何パーセントというのも大事だが、事業の中身を数値化し

て、本来10本予定していた事業を15本やりましたと、予算が1.5倍

になっても評価は100％、という目で予算のところは見直していく

必要がある。

Ａ委員 ぜひ評点を改めるように。

委員長 経費の節減の評価については、もう一度検討する必要性があると

いうことですね。

Ｄ委員 官公庁であれば、決まった枠組みがあり、流用は認めないという

のは意識的にわかるが、民間だと、そのあたりの類似項目の流用は

相当の合理性があれば認められるような感覚があるが、委託事業は

その中間的なところにあるように思う。

Ｂ委員 これは、積算根拠があっての予算なので、あまりにも大幅な変更

を認めるのは逆にまずいのではと思う。大きなくくりというか、大

中小でいうと中ぐらいの間では認めていいのではという感じはす

る。

Ｄ委員 必要に基づくものであれば抑制する必要はないのではないかとい

う気がする。

委員長 今の質問についてどうですか。

事務局 評価の方法に関しては以前からの課題で、前年度と比べて評価の

仕方が変わるのはどうかという指摘もあった。頑張ったのに評価さ

れないという問題もあるので、事業を積極的に実施したと認められ

るものについては、１点加算という形で評価し、指定管理者の努力

を認めた。事業計画に関しては、平成22年度実績評価については委

員会の開催が遅れ、事業計画に反映させることができなかった。今

後については、指定管理者と調整をしながら進めていきたい。

Ｄ委員 指定管理者の公募の時に評点は一応は改められると。指定管理期

間は同じような評価の仕方になるのか。
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事務局 以前の考え方はそうであった。

Ｄ委員 評点を割り振る際に、中項目あたりで少し余裕を持たせて、そこ

で評点の出し入れというか、例えば今回のように、事業をやってそ

れなりの成果は上がっているから、０点ではなくて幾ばくかの評価

点の割り増しを考えたいというところに割り振りできるようなもの

をもっておくというのが、普通の大項目中項目小項目と分けたとき

の配点の割り振りの仕方ではないかと考えるが、そういうことは全

然検討されたことはないのか。

Ａ委員 根本的に評価の仕方を変えてはいけないということがあるのか。

しかし、評価してみたけど、事業に対する評価が十分できないので

あれば評価方法を変えないと、毎年同じ事になる。

Ｄ委員 その他という項目が、一番最後に特記事項あるいは予備的に何か

の方法で加わったりすることが多いと思うが、そういうものを付け

加えておくのが、柔軟な対応あるいは発展的な考慮というところか

らは必要でないかと思う。考慮いただければよろしいのではない

か。

全体的に、評価のあり方、事業計画についての論点が出ています委員長

が、それは個別評価案自体を変えることではないということでよろ

しいでしょうか。ただし、ご意見は議事録としてまとめていただい

て、事務局から提示されている個別評価の案は修正なしでよろしい

でしょうか。

各委員 〔異議なし〕

それでは、次の議題に移ります。委員長

１番目の議題を分けた２つ目「 」です。総合評価の案について

事務局 （「総合評価」について説明）

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委員長

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。
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Ｄ委員 総合評価の(２)経費の節減に対する取組のところで、アもイも満

点からするとほぼ半点に近い形になっている。指定管理とはこのよ

うなものであるのかどうか。節減に向けた努力を期待するのという

のも、管理の質的な保持を図りつつみたいなものも、必ず入れてお

かないとまずいのではないかと思う。管理の質の劣化を防止しない

といけないという趣旨だけは盛り込んでいただければと思う。

評価の説明の(２)をもう少し工夫してほしいということでよろし委員長

いですか。

Ｄ委員 表現の仕方で構わない。

Ａ委員 (１)のイ施設の利用促進について、公文書館の業務は地味な仕事

だが、果たす役割としては非常に意義のある仕事なので、もっと県

民あるいは、高校生・大学生に普段の活動状況を知らせることが大

事だと思う。そうすれば、施設の利用促進につながるのではない

か。(１)県民の公平な利用、サービスの向上、利用促進に関する取

組は基本的なところだが、施設の利用促進が弱い感じがする。

Ｄ委員 講演会あるいは移動展とかの周知方法で、わりとそういう方面で

の著名人や専門家みたいな方は、人が集まるような効果が期待でき

るのと同時に、アピールにもつながるので、そこの費用対効果を考

えてみた方がいいのでは。事業計画からも除いている状況だと非常

によくない。他の施設がどういうやり方をしているのか検討してい

ただかないと、毎年同じことを繰り返す危険性があると思う。

Ｃ委員 ゼミの学生に公文書館の事を聞いたらほとんど知らなかった。一

部の方は利用しているけれども、知らない人は知らないというのが

現実かなと言う気がする。高校・大学生その辺りに宣伝活動をする

必要があるのではないかという気がする。

施設の利用促進で半分点は問題かと思う。

委員長 評価の説明の（２）をもう少し説明する必要性があるのではない

かということで、修正をお願いしたいと思います。
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Ａ委員 サービスの低下が心配である。行革の中で指定管理者制度を取り

入れて、経費にこだわるあまり、本来のサービス、公文書館の使命

を忘れては困る。

Ｄ委員 最低限のサービスではまずいので、よりよいサービスをという内

容の提言としたい。

Ｃ委員 今年度で指定期間は終わりであるが、ずっとＢランクが続いてい

る。事業計画の部分が少し落ちているという印象を受ける。

Ａ委員 資料の中で、「釜石市役所文書の救済活動」というのがあり、震

災支援ということでいい活動だと思った。

それでは以上をもちまして本日の委員会を終了します。委員長




