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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13
果の公表及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24
ついて

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13
の公表について

⑴ 開催日時等

ア 日時 平成 年５月 日（月曜日）午後３時から午後５時まで25 20
イ 場所 県庁５階第１会議室

（ ）、 （ ）、ウ 出席委員 玉城辰彦委員 弁護士 大浜郁子委員 琉球大学准教授

畠中優子委員（税理士 、大城辰彦委員（沖縄県中小企業）

家同友会専務理事 、鳥山淳（沖縄国際大学准教授））

エ 説明員 総務私学課長、行政情報センター室長、主幹

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24

⑶ 議事の概要

。ア 沖縄県公文書館指定管理者の平成 年度業務実績評価案を了承する24

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24
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24

おむね適正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24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

上について（満点21点） １９

（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 ８ページ） ○沖縄県公報（平成23年発行分）を計画どおり全て

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 ホームページに追加掲載している。

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

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 ホームページサービス業務 ○ホームページのオンデマンド講座に平成24年度公文

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 書講演会・国立公文書館地域研修会の講演動画を掲載

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 した。

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 ○事業計画にはないが、ホームページに琉球政府文書

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。 の全文デジタルデータ検索システムを稼動させ、39簿

冊分のコンテンツを搭載した。同じく、米国収集沖縄

関係文書の全文デジタルデータ検索システムを稼動さ

せ、1559簿冊分のコンテンツを搭載した。

以上、遠隔地の住民を含め広く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。

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 18～26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、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24年６月11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。

(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 ７

意見を管理業務に反映させる取組がな

されたか。

003 ａ 「閲覧室」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 閲覧室アンケート（資料３ 105～106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、「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
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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。有効回答数も23年度の217件から24年度は3

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、 78件に増加しており、増加率74%は閲覧申請者の伸び

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 （H23年度1,661人→H24年度1,809人、8.9%の増加）を

いるか。 と認められる。 大きく上回っていて、指定管理者側のアンケート回収

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 率向上のための努力がうかがわれる。

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 また、当該アンケートで把握できた利用者の意見等

上のための取組がなお必要であると認められる。 を分析し、閲覧室で提供するサービスについて自己評

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 価を実施、利用者からの不満の大きかった複写料金

の取組がなされていないと認められる。 （コピー１枚20円、カラーコピー不可）を改善するた

め、業者委託のコイン式コピー機を導入し、参考資料

室配架の刊行物等に限り、複写料金１枚10円を実施

し、カラーコピーも可能になっている。

以上から、閲覧室サービスの向上を図るための取り

組みがなされていると認められる。

004 ｂ 「展示室」の利用者の意見を把握 １ 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 常設展アンケート集計結果報告 展示室の利用者に対するアンケートについては、展

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 （資料３ 107～108ページ） 示室の構造上、閲覧室に比して回収数が少なくなって

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。 しまう、との自己評価がすでに平成23年度においてな

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 されており、その改善策として閲覧室入室者や見学者

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、 への声かけが提案されていたはずであるが、平成24年

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 度において実施されていないようであり、有効回答数

いるか。 と認められる。 も97枚から32枚へと激減している。回収数の少ないこ

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 との要因として、平成24年度の自己評価は「建物の構

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 造上、展示観覧者にアンケート記入の声かけが困難で

上のための取組がなお必要であると認められる。 あるため」としているが、それは23年度の自己評価で

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 も挙げていたことであり、そのための善後策が「声か

の取組がなされていないと認められる。 け」であったはずだが、24年度の自己評価ではさらに

「アンケートの枚数にこだわるより先ず（中略）その

手法（公文書館便りで展示目録を紹介すること）をい

ろいろと試みてもいい」としている。まずは、前回提

案の改善策を試行した上で、それがうまく行かない場

合に別の手段を講じる、あるいは並行して複数の手段

を試みるべきであろう。

自己評価の判断材料に見合うようアンケートの回答

数向上のための改善策をきちんと実施する取組が望ま

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 特別展実施報告書 講演会等の参加者に対するアンケートを実施し、利

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 （資料３ 109～112ページ） 用者の意見や要望を把握する取組が実施されているこ

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。 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 公文書講演会／国立公文書館地域研修会（アンケー また、当該アンケートで把握できた利用者の意見等

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、 ト結果・所見） 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３ 119～124ページ） がなされていると認められる。

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。
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(ウ) 利用者からのクレームへの対策につ ６

いて

006 ａ 利用者のクレームのうち、即時に ３ 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 閲覧室アンケート調査結果 利用者のクレームや要望を踏まえ、即時対応が可能

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３ 105～106ページ） なものについては、利用者の利便性確保に努めている

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 ものと認められる。

るか。 められる。 様式第６号（クレーム処理状況）

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 （資料３ 125～134ページ）

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。

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（クレーム処理状況） クレームを記録し情報を共有するだけでなく、たと

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 （資料３ 125ページ～134ページ） えばホームページでダウンロードできるデータの追加

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 や複写料金の低減化など、指定管理者として業務改善

織で情報を共有したか。 がなされていると認められる。 の具体的取り組みをしているものと認められる。

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

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） ２１

(ア) 公文書館の利用促進について。 ２１

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 18～26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

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 があるところ、指定管理者は利用者の求める公文書等

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。 様式第９号（資料 14ページ） 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 １ 管理運営 無を確認しているほか、図書館や博物館等の所蔵資料

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 (ｱ) 照会回答（レファレンス） を案内するなど、利用者が求める情報を提供する対応

いると認められる。 をしてい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 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

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「54,200人」に対し、その実績は「80,329

ている。 人」となっており、「145.5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。

010 ｃ 遠隔地における公文書館の利用促 ０ 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 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

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。

加者数は、事業計画の目標を達成で なっている。 (ｳ) 移動展

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
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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 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

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 3,000人」に対し、その実績が「17,174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、「132.1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。

012 ｅ 資料閲覧件数は、事業計画の目標 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 14ページ） 公文書等の資料閲覧者数について、事業計画に目標

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 数値が設定されていないため、達成度を測ることがで

なっている。 ⑴ 資料閲覧 きないが、前年度の「1,661人」に対し、24年度の実

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 績「1,809人」に比較して「8.9パーセント」の伸びを

ている。 示していることを評価した。

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。

013 ｆ 講演会を開催し、講演会参加者数 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 14ページ） 公文書館に対する理解を深めるために実施する講演

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 会について、事業計画において目標数値（講演会参加

か。 なっている。 ⑶ 講演会 者数）を設定していないため、参加者数実績（32名）

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 の目標比達成度を測ることができない。

ている。 実施点として評点１とした。

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。

014 ｇ 講座を開催し、講座参加者数は、 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 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

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。

015 ｈ 講習会を開催し、講習会参加者数 ０ 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 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

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、実績もなかったので評点0とした。

か。 なっている。 ⑸ 講習会

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。

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 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

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 「240人」に対し、その実績が「492人」となり、「20

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。 様式第９号（資料３ 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

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「1,869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 「186.9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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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 １４

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 １４

018 ａ 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 ９ページ） 収集整理事業についての予算額「10,717,000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「9,828,475円」で、「91.7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。

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 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 ９ページ） 保存事業についての予算額「8,333,000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「8,045,146円」で、「96.5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。

020 ｃ 公文書館業務を適正・能率的に遂 １ 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 ９ページ） 閲覧事業についての予算額「3,944,000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「4,151,446円」で、「105.3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。

021 ｄ 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 10ページ） 利用普及事業についての予算額「1,590,000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「889,795円」で、「56.0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 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。

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 10ページ） 調査・研究事業についての予算額「440,000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「195,827円」で、「44.5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。
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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

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 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 10ページ） 公文書専門員等養成事業についての予算額「1,211,

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「683,360円」で、「56.4

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 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。

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 １７

24点）

(ア) 施設の維持管理に係る経費の節減に

ついて １７

024 ａ 適正な管理運営のために、公文書 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 10ページ） 公文書館管理運営費についての予算額「7,774,000

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「5,081,942円」となり、「65.4

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。

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 11ページ） ◯ 常駐警備、清掃業務、環境衛生管理機械設備等保

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「13,728,000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「12,888,350円」で、「93.9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「13,993,000円」に対

し、決算「13,152,350円」で、「94.0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 11ページ） ◯ 塵芥処理業務について、予算「400,000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「333,900円」で、「83.5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。

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 11ページ） ◯ 消防用設備保守点検業務について、予算「450,00

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
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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2w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「2,561,000円」に対し、決算「2,551,900円」

で、「99.6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

「271,000円」に対し、決算「270,900円」で、「9

9.9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「4,416,000円」に対

し、決算「4,364,200円」で、「98.8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 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

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。

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 11ページ） 施設・機器使用料について、予算「12,976,000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「12,903,720円」で、「99.4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 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 12ページ） その他施設維持管理経費について、予算「30,659,0

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「32,841,861円」で、「107.1

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。決算額が当初予

めたか。 を超え100パーセント以下となっている。 算を超過した主たる要因は、省エネのために公文書館

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 事務室及び史料編集室（合計床面積464平米）のＬＥ

を超え110パーセント以下となっている。 Ｄ照明化工事（契約額：2,205千円）を年度末に予算

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 残を活用して実施したためである。同工事を実施しな

を超えた。 かった場合、収支計画に対する支出実績額は100%以下

に収まっていたはずであるのにもかかわらず、指定管

理者が他の事業項目で節減した予算をあえて省エネの

ために投資したことを勘案して、同工事を実施しな

かった場合の節減評価点（２点）を採用したい。な

お、指定管理者によれば、同工事費用に対し、電気料

金および照明器具の節減額は約１０年で等しくなる見

込みとのことであった。

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 12ページ） 人件費については、収支計画で定める予算額「122,
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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 640,000円」に対し、決算「115,825,529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、「94.4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。

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） ９

(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 １ページ） 計画のとおり、年間を通じて館長、公文書専門員、

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 51ページ）

(イ) 職員研修の計画について ７

033 ａ 公文書館業務を適正・能率的に遂 ３ 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 １ページ） 国立公文書館主催のアーカイブズ研修Iおよび同II

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 を受講させている。特に、研修II（実務者会議）につ

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 いては、１名派遣予定のところ、会議テーマ公表後に

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 担当者１名を追加派遣している。

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 ２ 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 １ページ） 事業計画に定めた著作権実務講習会に参加させてい

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 ないが、その代替として著作権セミナーに参加させて

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 いる。また、文化財保存修復学会に修復担当の専門職

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。 員を派遣した。

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 ２ 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 １ページ） 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会主催の研修会

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 に職員を派遣。また、計画外では、類縁機関である博

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 物館の省エネ研究会に職員を参加させ、最新の事例に

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。 基づいた知識情報を得させ、もってより効率的な公文

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。 書館業務遂行に資するための措置を講じている。総合

能力の習得に努めたか。 すると、ほぼ研修計画に定める研修につき受講させる

措置を講じたものと認める。

イ 管理の実施状況について（満点18点） １７

(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。 １７

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 ５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,
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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「8,152箱」で、「407.6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 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 ５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「3,000

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「3,710箱」で、「123.7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。

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 ５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「1,500簿冊」に対し、実績「1,687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 「112.5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「1,124件」で、「112.

4パーセント」の達成状況であった。

◯ 沖縄関係資料の整理について、事業計画での整理

資料「1,00簿冊」に対し、実績「1,915簿冊」で、

「191.5パーセント」の達成状況であった。

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 ５～６ページ） ◯ 保存箱入替について、事業計画での入替保存箱数

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 「950～1,000箱」に対し、実績「1,197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 19.7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「1,546枚」で、「10

3.1パーセント」の達成状況であった。

◯ 琉球政府文書修復について、事業計画での綴直

し「10冊」に対し、実績「13冊」で、「130.0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「43冊」に対し、実績「43冊」で、「100.0

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「200

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「40冊」であった。

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 ６ページ） ◯ 琉球政府文書のマイクロ撮影について、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 におけるマイクロ撮影数「20,000コマ」に対し、実

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 績「20,000コマ」で、「100.0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。

に定める目標を達成できたか。 ◯ 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「8,000

コマ」に対し、実績「8,573コマ」で、「107.2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「1,500枚」に対し、実績「3,006

枚」で、「200.4パーセント」の達成状況であっ

た。
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041 ｆ 公文書館業務を適正に遂行してい ２ ３□：事業計画以上に実施した。 様式第７号（資料３ ４ページ） 燻蒸処理は、計画は「随時実施」だが、実績は「11

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

（満点９点） ８

(ア) 緊急時の対策（防犯・防災等）につ

いて ８

042 ａ 適正な管理運営のために、関係法 ３ 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 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

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24年７月12日に消防署

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。

043 ｂ 適正な管理運営のために、消防計 ３ 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 ２ページ） 平成24年７月12日防災計画を変更し消防署に届出済

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 みである。また、平成24年11月26日に消防設備講習、

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） 平成24年12月３日に消防訓練を実施したほか、平成24

ているか。 正に講じていると認められる。 年５月21日に応急手当講習を実施しており、防火対策

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。 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。

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 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

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28～30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24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 79 105 132

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 78 40 51

ア 県民の公平な利用、サービスの維持・向上について 90 (19) (21)

イ 施設の利用促進について 70 (21) (30)

⑵ 経費の節減に対する取組 74 31 42

ア 指定管理に係る経費について 78 (14) (18)

イ 経費の節減に向けた努力について 71 (17) (24)

⑶ 公文書館の適正な管理の確保に対する取組 87 34 39

ア 管理の体制について 75 (9) (12)

イ 管理の実施状況について 94 (17) (18)

ウ 危機管理体制及び情報管理等について 89 (8) (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、丁寧なレファレンスサービス、公文書等のデジタル化及びホーム

ページ搭載等が高く評価されるが、移動展および講習会については、

実施実績がなく評点ゼロとなっている。

⑵ 経費の節減に対する取組について、節減した予算をもって省エネ対

策に投資したことは評価される。今後とも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っていってもらいたい。

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、保存事業ともに目標数値を超えて達成している。

以上を踏まえ、平成24年度業務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 ＝

事業実績評価シートの評価項目の配点の合計
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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 13 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、資料１の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。 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  004 の項目の評点が１である理由については、先ほどの口頭説明

及び資料１の該当箇所における「判断要素及び判断結果」の記述に

あるように、平成 23 年度において指定管理者が行った自己評価の

改善策が 24 年度に実施されていなかったから、ということだっ

た。しかしながら、同項目の評価基準からすれば、「自己評価は

行ったが、具体的取組の実施には至っていない」に該当するのでは

ないか。そうだとすると評点２が妥当ではないかと思う。ただ、

「判断要素」の記述を読むと、改善策を実施していないのであれば

やはり１かなという感じがするので、25 年度の実施を求める、とか

表現を工夫した上で評点２にする必要があるのではないか。 

事務局 

 

 

  確かに、基準をそのままあてはめれば評点２という判断もあり得

るということで、そこは評価案を作成した際に事務局でも議論した

部分です。 

Ｅ委員 

 

 

 

 

 

  私の記憶では、以前の委員会で、今のアンケート様式が利用者に

とって果たして使い勝手のよいものであるのかどうか、という議論

があったが、結論としては、とりあえず基礎数値を集めなければい

けない、ということでアンケート様式や内容を変更するよりも、と

にかく利用者に声かけをして（回収して）行こう、ということに

なった。 

Ｄ委員 

 

 

７ページの項目 030 に関しておたずねしたい。予算残を活用して

事業を執行していくということについては、指定管理者に任されて

いると考えてよいか。 

事務局 

 

  指定管理制度の特徴として、県直営に比べて、予算執行の柔軟性

が高いことがあげられます。 

Ｄ委員 

 

  指定管理者であるところの財団にとっては、予算残を執行せずに

残しておく、という選択もあるのか。 

事務局   指定管理者である文化振興会は、そもそも公益財団法人であるこ
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とから、利益をあげることを目的とはしていませんい。したがって

残予算は県民に還元するために執行しています。 

事務局 

 

 

 

  純然たる民間事業者であれば、経費を節減した分を利益とするこ

とができ、それが指定管理における経費節減のインセンティブにな

りますが、文化振興会の場合にはそのスキームが該当しないので

す。 

Ｄ委員 

 

 

 そういうことであれば、予算の節減について評価するのではな

く、むしろ節減した予算を何に活用したか、という評価項目を設け

るべきではないか。 

Ｅ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

  この件は毎年のように委員会で議論となっている。すなわち、仕

事をあまりしないでその分予算を余らせたら評点が高くて、逆に一

生懸命に仕事をしてその分予算の執行率も上がったら評点は下がっ

てしまう、という問題。民間の営利団体、会社であれば、評価表の

項目ごとに予算を節減して、それが利益になる上、評価も上がると

ころだが、現在、公益財団法人に指定管理をまかせている以上、財

団のあり方と評価のあり方について、現状のままでいいのかどう

か。ここで議論して、それを県の評価項目に反映させていかなくて

はならないのではないか。 

Ｂ委員 

 

 

 

 

  残予算を活用して LED 照明を導入した結果、電気使用料の節減及

び照明（消耗品）の節減により、10 年間で導入費用が相殺される、

ということだが、このことを評価するような仕組みにはなっていな

い。むしろ一時的には予算を余計につかっているため、その分評価

は下がることになる。 

Ｃ委員 

 

 

 第 10 回委員会（平成 23 年度事業評価）の議事録を見ると、前回

も全く同じ議論をしていることがわかる。結局、評価基準を見直さ

ないことには同じ議論を延々と続けることになる。 

Ｅ委員  毎年言い続けることで見直しへの圧力になる。  

Ｃ委員 

 

 

25 年度事業評価も同じ基準で行うのか。それとも、委員会で評価

基準を見直せば、次年度からは基準を変更することも可能か。変更

すれば、いまのように同じ議論を繰り返すことはなくなる。 

事務局 

 

（評価を所管する）行革サイドから詳細な基準まで決められてい

るわけではなく、それぞれの施設にあわせて、評価方式を決めま

す。 

Ｂ委員 

 

 指定管理期間の三年間において年間予算は一定か。それとも、経

費節減をすると次年度その分予算が減るのか。 
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事務局 

 

 三年間一定です。 

 

委員長 

 

 

 評価の継続性の点から、評価基準は途中で変更しないほうがよ

い、という意見もこれまでにはあった。しかしながら、変えるべ

き、という今の意見はしっかりと議事録に残しておく。 

Ｂ委員 

 

 経費の節減については、節減したならしたできちんと評価するべ

きで、もうひとつの柱として事業の執行を評価する。 

Ｄ委員   評価項目を変えるとしたら、その権限はどこにあるのか。 

事務局 

 

 知事の権限ですが、実際には評価委員会の意見を踏まえて手続き 

をしていきます。 

事務局 

 

 

 ３月までいた部署でも指定管理を所管していましたが、施設の性

格によって評価シートはずいぶんと違っていました。評価項目は

いったん決めたら見直しできないというわけではありません。 

委員長 

 

 

 評価についての過去の議論、そして現在の議論を踏まえて、それ

なりの知見を持った方々と一緒に見直し作業をすること、とまとめ

ておく。 

Ｅ委員 

 

 

 

 

 

 私が気になる点は、008 以降の利用促進関係の数値目標につい

て、何を基準に定めているのか、ということである。その説明を評

価シートの中に入れて欲しい。入館者数等の数値目標設定において

は、過去 3 年間の中間値なり、他の方法なり、何か根拠があるは

ず。数値を低く設定すればハードルも低くなり、いくらでも評点は

上がっていくし、高く設定すれば目標数値のクリアが困難になる。

「判断要素及び判断結果」の記述は、その数値目標の設定根拠から

始めるとわかりやすい。ぜひ検討願いたい。 

Ｂ委員 

 

 

 資料３（「沖縄県公文書館 平成 24 年度事業報告」）に期間表

示がないが、平成 24 年 4 月から平成 25 年 3 月の期間、ということ

か。いずれにしても、期間をきちんと表示しておくべきである。 

事務局 

 

 さきほど議論のあった 004 の評点について、結論を確認したいの

ですが。 

Ｃ委員 

 

  感覚上は当然評点１。だが、基準の表現を変えない限りは評点２

ではないか。 

Ａ委員 

 

  自己評価をしていないならば評点１だが、自己評価はした上で取

り組みをしていないわけだから評点２になるのではないか。 

事務局 

 

  事務局の方でも両論出ました。形式的には、ご指摘のとおりです

が、自己評価でこれこれをやります、建物構造上の問題をこのよう
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にカバーします、と自ら提案しておいたことをやらずにおいて、そ

れでいて普通の評価を得るのは難しいのではないか、そういうこと

がありまして評点１に落ち着いたというところです。 

Ｅ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 形式的には評点２に該当するようにも見えるけれども、実質を検

討していくと、とても評点２にはできない。形式と実質が分離して

いる以上、形式に囚われるのではなく、実質に従うべき。利用者の

意見を把握するための基礎資料の収集の重要性については、この委

員会で以前から繰り返し言われていることである。評点１というの

は、私としては仕方のないものと考える。そこで、右側の「判断要

素及び判断結果」の欄には低い評価は実質から来ていることをはっ

きりと記述すべきではなかったかと考える。 

Ｃ委員 

 

 

 

 私が問題にしているのは、形式／実質の話ではない。評点１か２

か３か、という感覚でいえば当然評点１にしかならない。そこでこ

こは評点１にしよう、ということであれば、基準の表現を変えなけ

ればならないということだ。 

Ａ委員 

 

  評価基準を今から変えられるのであれば評点１となり、変えられ

なければ評点２ではないか。 

事務局 

 

 

 アンケート回収数が前年度の三分の一ということは、評価基準に

いうところの利用者の意見や要望等をアンケート等で「把握した」

ことになるかどうか、という点はどうですか。 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

  他の資料館等でも、一人一人に積極的にアンケート調査を実施し

ているわけではなく、常備しているのが現状。アンケートには、意

見のある方が記入するので、回収数ではなく、中身の質の問題では

ないか。従って、アンケートの実態―どういう意見があがっている

のか―をしっかりと分析し、次につなげることが大事ではないか。

そういったことを評価の判断材料に盛り込む方法はあると思うが。 

事務局 

 

 

 

 評価シートそのものに問題があるというご指摘だと思いますが、

先ほどの LED 導入工事の事例でプラス評価をしたように、十分な評

価ができない部分については、「判断要素及び判断結果」に十分な

説明を入れるということで対応しています。 

Ａ委員 

 

 

 

 

  さきほど他の予算をまわして LED 導入工事を実施したとの説明

だったが、予算間の枠のしばりはそれほど厳密ではないのか。 

 というのは、実施率がゼロだったために、評価が最低点の０点

だった事業がいくつかある。以前の委員会議事録を見ると、かなり

の委員が、離島における移動展を実施するように、と言っている。
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にもかかわらず、24 年度に未実施だった。それは何か大きな原因が

あるのか。 

 また、他のいろんな項目の予算を削減した結果として余った予算

を、移動展など未実施の事業にまわす、あるいはその予算で臨時的

な講習会などを実施して未実施の事業に振り替える、とか、そのよ

うなことは可能なのか。そうするとしたら、事業の実施準備期間は

何ヶ月くらいか。たとえば、年度の前半でかなりの予算残が見込ま

れる事業があったとしたら、その予算をつかって年度後半で臨時的

な講習会を開催できるのかどうか。あるいは、離島での移動展を開

催できるのかどうか。すなわち、実施していないために評点 0 の項

目を減らすために、そのような予算の組み替えの工夫ができないだ

ろうか。そういうわけで、予算間の垣根がどうなっているかが気に

なる。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この場に指定管理者がおりませんので、代弁というわけではない

が、事情を説明します。ひとつは、移動展については、指定管理者

としては、必ずしも毎年実施するのがベストとは考えていないこと

と、３年間の指定管理期間の中でどの年度に実施するか、という計

画をすでに持っていて、24 年度は実施できなかった、というよりも

あえて実施していないということ。もうひとつは、予算残が見えて

くる時期は年度末近くになるということで、かなり厳しいという事

情はあるかと思います。LED の工事も同様で、工事が入ったのは 3

月の 30 日と 31 日ということです。 

Ｅ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動展については、沖縄は離島県なので、県民に対して公文書館

の利用促進を隅々まで徹底するという側面がある。そのひとつの手

段として移動展が位置づけられているのではないか。移動展でな

く、他の手段を採用する、ということであれば、そういった話が出

てきてよさそうなものだが・・・この話もこれまでの委員会で何度

も出ていることだと思うが、移動展あるいは移動展以外の手段でも

よいから、離島県であるゆえに外に出て行って公文書館の利用促進

をはかるシステム、あるいは仕組みをどこかで実施していかないと

いけない。評価シートの評価項目 010 の説明に「遠隔地における公

文書館の利用促進を図るための移動展を開催し・・・」とあるの

は、そういった点をアピールしているものと思われる。したがっ

て、判断要素及び判断結果の部分にはこの要請、すなわち沖縄は島

嶼県であり、（遠隔地）住民を大勢抱えている以上、積極的な利用
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促進策を必ず考慮すべきということを付け加えてもらわないといけ

ない。 

Ｃ委員 移動展が実施されない大きな要因は予算の問題か。 

事務局 優先順位についての考え方と事業執行体制だと思います。 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善のよい案はないか。沖縄県公文書館の設置及び管理に関する

条例の第７条（１）には「事業計画書等の内容が、県民の公平な利

用を確保できるものであること。」とあり、重要な点だと思う。住

む地域によって利用の不公平感が出てくるのはよろしくない。その

意味ではデジタル化というのもよいかもしれないが、個々の住民が

デジタル化資料にアクセスできる環境を持っているか、という点で

離島はさらに厳しくなると思う。そこでこちらから出かけていく、

という発想はよい案だと思うし、実現不可能なわけでもない。 

 実際に琉球大学でも附属図書館が主体となって移動展をしてい

る。そういうところの検討は積極的にやってほしいし、それは公文

書館の PR としても重要。優先順位に何らかの歯止めがかかってい

るならば、それをいかに改善するか、というところの工夫を公文書

館側に働きかけることも含めて検討が必要では。 

Ｅ委員 

 

 

 

もちろん、公文書館の施設内では特別展を実施しているが、それ

を出張して実施すると広報的には大きな意味がある。指定管理者に

対してああしろ、こうしろと言うわけにはいかないでしょうが、何

らかの方法はぜひ考えていただきたい。  

Ｃ委員 

 

 

  

離島の問題は公文書館だけの問題ではなく、産業施策でもやはり

そうである。宮古や八重山での実施について、県の商工労働部にも

ずっと働きかけてきて、離島での説明会など、全く公平、というと

ころまではいかなくとも、実現したことも多い。  

Ｂ委員 

 

 

 中学生、高校生の夏休みにおける公文書館活用。公文書館は交通

の便があまりよくないから、夏休みに期間中無料バスを走らせるの

はどうか。  

事務局 

 

 

 

 

 

 

 公文書館でこういう議論はありました。まず、県民が公文書館の

存在自体を認識していなければ、ニーズを持っていたとしても、潜

在的な利用者にとどまるだろう。また、公文書館の存在を認識した

としても、そこにどのような資料があるのかを知らなければ、やは

り利用には結びつかないだろう、と。そこで、潜在的な利用者にと

どまっている層がどのくらいあるのだろうか、ということを世論調

査の方法で調べたことがあります。それによれば、４割の県民は公
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文書館の存在を認知していることがわかりました。逆に言えば、県

民の 6 割は、離島に住んでいようが、那覇市に住んでいようが、そ

ういう地理的条件以前に公文書館を利用することができない。する

と次の課題としては、いかにこの割合、公文書館の認知度を高めて

いくか、ということになるわけですが、そのひとつの方法として FM

ラジオで広報を打ったわけです。これはかなり評判になり、2011 年

の日本民間放送連盟賞優秀賞を受賞しています。 

 次に、そのような努力によって公文書館の認知度が上がったとし

ても、離島や遠隔地に住む県民にとっては、やはり来館は負担とな

ります。これが県立図書館の場合ですと、県立図書館の蔵書を市町

村立図書館等に貸し出ししますので、宮古島市の住民であれ、名護

市の住民であれ、それぞれの地域の図書館で県立図書館の蔵書を利

用することができます。公文書館の所蔵する公文書の場合、原本な

ので、図書館が実施しているような相互貸借は行いません。それで

は、遠隔地住民の資料要求にはどのように対応しているのか？ 

 いまのところ、実際には、コピーを送付することで遠隔地住民の

リクエストに応えています。たとえそれが 1,000 枚、2,000 枚とい

うオーダーであろうと、職員が朝から夕方まで一生懸命に複写をし

まして、それを郵送しています。通常のコピー料金の他、郵送にか

かる料金を支払うだけでこのサービスが受けられます。 

 また、もうひとつの方法として、琉球政府文書や米国で収集した

沖縄関係文書などを PDF ファイル化してネット上に載せています。

自由にダウンロードできますので、ネットを利用する方には便利だ

と思います。こちらはまだ規模としては限定的なので、今後ネット

利用可能な文書を増やしていくことが課題だと思います。 

 移動展はもちろん大切ではありますが、直接来館しての閲覧利用

とは違いますし、また、さきほど述べたようなコピー郵送や PDF の

ダウンロードといった閲覧を代替する手段にもなりませんので、性

格としては、遠隔地住民に公文書館資料の公平な利用をしてもらう

方策というよりも、まずは公文書館を知ってもらう手段、という位

置づけになろうかと思います。  

Ｅ委員 

 

 

  資料３の３ページにさまざまな施設管理業務の契約が載っている

が、契約方法は入札で決めるのか、あるいは個別に相対で決めるの

か。 

事務局   入札が基本です。金額によっては、複数の業者から相見積りを徴
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取して決めるものもあります。ただし、どうしても特定の業者しか

できない内容のものもあります。たとえば、あるメーカーのシステ

ムや機械を初期導入した場合、他の業者では請け負う能力がない、

あるいは信頼性が劣ることがあり、そういうケースでは一者から見

積りを取った上での随意契約となります。 

Ｅ委員 

 

 

 

 

 

 

 そのあたりがきちんとチェックされていれば特段問題はない。 

  それから、資料を見ていると、これも毎年のように出てくること

だが、利用者からのご意見として、午後の開館時間を延ばしてほし

い、と。最近はネットでの資料アクセスもあり、また公文書館職員

のシフトも問題もあるので、どの程度必要性があって、どの程度対

応可能か、ということもあるかと思うが、これについて委員の皆様

方の意見もお聞きしたい。 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

 開館時間延長について、公文書館の中でどの程度検討したかを知 

りたい。例えば、延長したいがこれこれのハードルがあっていまは 

無理だとか、そういったことの検討はなされたのか、あるいは検討 

すらしていないのか。いまは県立図書館も午後７時まで開館してい 

るので、そういう体制をとれるかどうかをひとつの目安としてほし 

い。 

Ｅ委員  この件は条例改正がネックになっているのか。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

  指定管理者側には、開館時間は条例事項だという認識がありま

す。しかし条例改正をしなくとも、条例第 10 条に「公文書館の開

館時間は、午前９時から午後５時までとする。」とあるのを、同条

第２項で「前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると

認めるときは、知事の承認を得て、同項の開館時間を臨時に変更す

ることができる。」としているのですから、まずは断続的でよいの

で試験的に開館延長し、利用者数を見ながら恒常的に開館時間を延

ばすかどうかを検討してみてもよいかと 思います。 

Ｄ委員 

 

 

 試験的に開館時間を延長する以前に、まずは検討をしたのかどう

か、検討したのであれば、何がハードルになっているのか、それを

まずは確認してほしい。 

事務局 

 

 

 

 

 阻害要因としては、開館時間延長のコストが指定管理者の持ち出

しになるということが考えられます。仮に指定管理者が純然たる民

間業者であった場合、開館時間の延長は仕様変更にあたるので、そ

の分指定管理料の増額をしてほしい、という話になるのではないか

と思います。 
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Ｄ委員 

 

 

 

 

 そういった課題も含めて、何がハードルになっているのか、とい

うことが明確になれば、次の指定管理の方針に向けて、どうする

か、という話もできるし、開館時間延長を公募の条件に含めるかど

うかということも決まると思う。だからまずは検討してもらわない

ことには前に進まない。 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏季は午後６時か７時まで開館するとか、季節によって開館時間

を変えるのもひとつのやり方かと思う。それに関連して、エビデン

スを集めて根拠とするため、アンケート項目に時間延長の設問と自

由記載欄を設けるなどすれば、県民の声を広く反映できる。さら

に、資料３（指定管理者の 24 年度事業報告)の 108 ページの自己評

価に「アンケートには反映されない電話での反応が見られた」とい

う記述されていたが、電話であっても重要な意見はあるはずなの

で、電話での反応が何件、内容はこれこれ、ということで記録して

おけば、アンケート以外でも広く県民の意見を集めることができる

のではないか。 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 この委員会で指摘してきた改良点、改善点、問題点についてはき

ちんと議事録に載せて、今後ぜひ改善に結びつけていってほしい。 

 さて、個別評価の中身については、問題となった項目 004 の評価

基準と判断要素を含めて検討してほしい、ということと、その他の

項目について委員から意見の出た点について考慮すること、として

事務局案をおおむね了承することとしたい。 

 次に総合評価案について。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さきほどの個別評価の評点を積算することで総合評価の基礎とす

ることとなります。 

 資料２をご覧ください。132 点満点で、得点割合 80％以上が A 評

価、60 以上 80 未満がＢ評価、40 以上 60 未満がＣ評価、40 未満が

Ｄ評価となります。 

 さて、それぞれの大項目別の評点の計ですが、「(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」の部分が評点

41、「(2) 経費の節減に対する取組」が評点 31、「(3) 公文書館の

適正な管理の確保に対する取組」が評点 34、合計で評点 105、得点

割合は 79.5％、ぎりぎりのところで 80 に届かず、B 評価というこ

とになります。 

 次に評価の説明です。 

 (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



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

について、丁寧なレファレンスサービス、公文書等のデジタル化及

びホームページ搭載等が高く評価されるが、移動展および講習会に

ついては、実施実績がなく評点ゼロとなっている。 

 (2) 経費の節減に対する取組について、節減した予算をもって省

エネ対策に投資したことは評価される。今後とも管理の質を保持し

つつ、事業の積極的実施とのバランスを図っていってもらいたい。 

 (3) 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、保存事業ともに目標数値を超えて達成している。 

  以上を踏まえ、平成 24 年度業務についてはおおむね適正である

と認められる。   

Ｃ委員   004 の評点が１から２になっていればＡ評価だったわけか。 

委員長 

 

 

 

 

 

 そういうことだ。私としては、そこは評点１で妥当だと考える。 

 そこは委員の皆さんから特別に意見がありますか。 

 なければ、総合評価案について了承してよいか。 

 （異議なし） 

 それではこれで個別評価案、総合評価案について了承し、第 13

回委員会を終了する。 

 


