
指定管理者制度運用委員会（万国津梁館） 
平成２１年度指定管理者モニタリング検証結果について 

 
 
１．開催日時：平成２２年６月１０日（木） １０：００～１２：００ 
 
２．開催場所：県庁８階第４会議室 
 
３．検証対象 
   「万国津梁館」の平成２１年度指定管理状況モニタリング結果の検証 
 
４．検証内容 
 （１）県が実施するモニタリングは適正になされているか。 
   ①指定管理者の施設管理のサービス水準は維持・向上されているか 
   ②安定的・継続的なサービス提供体制は整っているか 
 （２）指定管理者に対する県の指導・助言は適切に行われているか 
 （３）利用者アンケートや苦情に対する指定管理者や県の対応は適切に行われているか 
 
５．検証方法 
 （１）事務局（観光振興課）の現地モニタリング報告 
 （２）質疑・意見 
     質問者：指定管理者制度運用委員会 委員４名 
     回答者：事務局 
《質問１》 
   国際会議の数は増えているが、海外参加者の数が減っているのはなぜか。 
  
 回答：小規模催事が増えたためと思われる。 
 
《質問２》 
   観光ツアーのコースに万国津梁館の見学を組み込んだり、教育の観点から小中学生

の体験学習などを行い、利用者数の増につなげてみてはどうか。 
 
 回答：今年度は、建設から 10 周年を迎えるので、いろいろなイベントを計画したりして

利用者数や催事件数の増につなげていきたいと考えている。 
 
 



《質問３》 
   アンケートの回収率が低い。回収率を高める努力が必要ではないか。 
 
 回答：利用者の要望等を把握するためアンケートを実施しているが、強制ではないため

回収率が伸びない状況にある。利用者の満足度を把握するアンケートは重要であ

ると考えているため、今後、回収方法を検討していきたい。 
 
《質問４》 
   自主事業のエディングの件数が５２件ということだが、多いのか少ないのか。 
 
 回答：昨年度の件数は過去最多の６０件であったので、今年度は８件少なかった。 
     
〔意見１〕 
   利用者からの評価が高いことがアンケートから伺える。今後はその資質を維持しつ

つ、更なる誘致活動を積極的に展開してほしい。 
    
〔意見２〕 
   自主事業のウエディングが５２件というのは少ないと思う。万国津梁館のロケーシ

ョンではもっと件数を増やせると思うので頑張ってほしい。 



　評価日時：平成22年5月7日（金）　万国津梁館

　対 応 者：米村館長、川崎 　検 査 員：糸数班長、比嘉

Ⅰ．履行確認

１．維持管理業務

２．運営業務

(1) 利用実績

① 利用者数

② 開催件数

万国津梁館　指定管理者　モニタリングシート

小規模修繕

開催件数

国際会議

県外参加者

合計

県内参加者

県外会議

合計 168

備品購入
今後も両者協議の上、
必要に応じた購入を行
うこと

平成20年度 平成21年度

利用者数

海外参加者 800

8,956

事業計画

今後も安全管理を徹底
すること

今後も館内の衛生管理
を徹底すること

保安警備

業務改善に向けた分析

今後も適切な保守点検
を実施すること

保守点検

適切な管理が行われていた

実施内容

（現地確認）

今後も緊急性、安全性
を考慮した修繕を行う
こと

67件の修繕を実施

指定管理者：ＤＶＤプレ
イヤー、アイロン

事業運営に必要な備品が購入され
ていた

136

県内会議 16

整合性の検証
(前年度比　％)

館内各所は清潔に保たれ、植栽も
きれいに行われていた

募集要項仕様書に係る点検が実施
されていた建築設備、支援ｼｽﾃﾑ等の

保守点検を実施

利用者の安全性に配慮した修繕が
行われていた

1,000

12,442

17,674

（事業報告書）

保安警備を実施

4,232 2,277

12,033

平成21年度平成20年度

17

147

113

17

16

83.1

106.3

106.3

87.5

80.0

72.0

68.1

整合性の検証
(前年度比　％)

53.8

清掃

業務改善に
向けた分析

催事件数が前年度より21件減って
いることが利用者数の大幅な減少
につながったと思われる。もっと
積極的に自主事業を展開する必要
がある。

業務改善に
向けた分析

世界的な景気後退や新型インフル
エンザの流行などの影響により、
インセンティブツアーの数が減少
したことにより、県外会議件数が
減となった。今後の市場動向を踏
まえた上での誘致活動が求められ
る。

館内清掃、植栽維持管理
を実施



③ 施設稼働率

(2) 利用者サービス

サンセットラウンジ 14.5 21.2 146.2

オーシャンホール 13.9 10.3

受付・接客
利用者アンケート結果の報
告を参照した

アンケート結果において非常に高
い評価を受けていた

実施内容

74.1

平成21年度
整合性の検証

(前年度比　％)
平成20年度

22.8 100.9

施設稼働率 34.3 35.9 104.7

サミットホール

業務改善に向けた分析

業務改善に
向けた分析

22.6

事業計画
（現地確認）（事業報告書）

情報管理
申請書で催事情報公開の有
無を確認し、情報管理して
いる

申請書、台帳、管理データの確認
を行った

平成２０年度と比較すると、世界的景気
後退や新型インフルエンザの流行などの
影響を受け、オーシャンホールの稼働率
が前年度を下回っている。サンセットラ
ウンジの稼働率は伸びているが、通常催
事での稼働率向上が理想であり、全体の
稼働率は依然として低いので、今後も積
極的な営業を行う必要がある。

今後も情報管理を徹底する
こと。情報管理の勉強会等
を実施すること。

今後も積極的な情報発信を
行うと共に、営業活動を行
うこと広報

HP、コンベンション専門
誌、観光情報誌等での広
報、オリジナルグッズの開
発

オリジナルグッズ等

今後も職員の資質を維持
し、引き続き主催者、利用
者に喜ばれる適切な対応を
行うこと
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３．自主事業

主催事業 沖縄ＭＩＣＥナイト

主催事業
リゾートウエディン
グ事業

平成21年4月1日～
平成22年3月31日

主催事業
第2回ちいさな演奏会
リボンのかけはし

平成22年1月24日

主催事業
第1回ちいさな演奏会
リボンのかけはし

平成21年10月24日

業務改善に向けた分析

自主事業のリゾートウエディング事業
は、19年度より単独事業として実施して
おり、今年度は52件行った。その他の自
主事業においては、稼働率向上及び県民
利用の拡大に努めているところである
が、今後は稼働率の向上と減免割合のバ
ランスを図ることが望ましい。

（事業報告書）

平成21年12月21日

事業計画
実施内容



Ⅱ．サービスの質の評価

万国津梁館を
利用したきっ
かけについて

リピーターが少しずつ増
えていること、法人旅行
社への営業活動を強化し
た結果が表れている。

万国津梁館の
利用状況

リピーターが定着しつつ
あると考えられる。

利用した感想
回答者の大多数からは、
「利用しやすい」との評
価を得ている。

スタッフの対
応・マナー・
説明・言葉遣
い

「九州・沖縄サミット」
のメイン会場として利用
されたことから、ホテル
並みのサービスが求めら
れる施設であることを意
識し、今後も高いサービ
ス水準を維持したい。

手続きの仕方
や申請書の書
き方

申請書の様式は、指定管
理者制度導入前と同様の
ものを使用している。

Ⅲ．サービスの安定性評価

１．事業収入

(1) 収入 (単位：千円）

対計画比

（％）

25,929

11,959

4,215

380

177

68,870 42,661 61.9

71,450 71,450 100.0

26,054 聞き取り

120,969 　〃

その他 6,554 　〃

146,610 153,577 104.8 平成20年度

286,930 267,688 93.3 303,204

わかりやすかった　　　　　　47%
普通　　　　　　　　　　　　41%
わかりにくかった　　　　　　12%

接客については、ほとんどの回答者から高い評価
を受けている。しかし、手続きの仕方や申請書の
書き方であまり評価が高くないので、申請書等に
ついて検討が必要である。自己評価にもあるよう
に、「九州・沖縄サミット」のメイン会場と利用
された経緯から、高水準のサービスが求められる
施設であるため、今後も高い評価を得られるよう
職員の資質維持に取り組むこと。また、アンケー
ト回答件数が17件と少ないので、アンケート方法
を検討すること。

過去に利用したことがある　　18%
旅行業者の紹介　　　　　　　18%
知人の紹介　　　　　　　　　6%
ＨＰを見た　　　　　　　　　18%
県･OCVBから誘致を受けた　 　11%
当館を訪れたことがある　　　0%
その他　　　　　　　　　　　29%

初めて　　　　　　　　　　　82%
年１回程度　　　　　　　　　12%
年数回程度　　　　　　　　　6%
隔年開催　　　　　　　　　　0%
その他　　　　　　　　　　　0%

利用しやすい　　　　　　　　88%
普通　　　　　　　　　　　　12%
利用しづらい　　　　　　　　0%

満足している　　　　　　　 100%
普通　　　　　　　　　　　　0%
不適切である　　　　　　　　0%

合計（Ａ）

〈業務改善に向けた分析〉

　世界的景気後退の影響から催事件数の減少し、利用料金収入が達成されなかった。
ウエディング事業がその大半を占める自主事業は、対計画104.8％と伸びている。
伸びているウエディングだけでなく、通常催事を積極的に誘致する必要がある。

指定管理料

自主事業収入

ワンストップサービス

ウエディング事業

計

利用料金収入

サミットホール

オーシャンホール

サンセットラウンジ

ビジネスルーム

貴賓室

計

収入項目 事業計画 実績 備考

評価項目 第三者（利用者等）評価
指定管理者
自己評価

業務改善に向けた分析



(2) 支出 （単位：千円）

対計画比

（％）

人件費 49,529 48,645 98.2

賃金 7,558 6,603 87.4

消耗品費 1,380 818 59.3

印刷製本費 1,600 495 30.9

燃料費 300 110 36.7

通信費 1,518 768 50.6 電話料金減

保険料 100 55 55.0

公租公課 3,050 2,916 95.6

役務費 1,165 838 71.9

賃借料 7,620 6,281 82.4

負担金 65 65 100.0

被服費 260 0 0.0

旅費 2,200 2,083 94.7

営業渉外費 720 191 26.5

販売手数料 2,550 225 8.8

仕入原価費 99,987 96,677 96.7

広告宣伝費 8,000 3,894 48.7

備品費 500 113 22.6

施設管理委託費 66,000 67,080 101.6

保守点検委託料 3,600 3,436 95.4

修繕費 7,600 6,837 90.0

光熱水道費 18,876 14,816 78.5 職員の意識による減

雑費 280 108 38.6

本社管理費 964 平成２０年度

284,458 264,018 92.8 285,651

２．経営分析指標 （千円、％、円）

対計画比

（％）

17.5 18.5 105.7 18.0

16.0 66.7 18.7

2,472 3,670 148.5

平成２０年度実績

17,553

１　施設の維持管理にかかる経費については、概ね計画どおりに執行されており、安全な施設運営及び利用者の利便
性の向上が図られていると思慮する。
２　光熱水費、通信費の節減に努めている様子が伺える。今後も職員の意識を高めてもらいたい。

事業計画 実績

〈業務改善に向けた分析〉

利用料金比率
24.0

（利用料金収入／収入(Ａ)）

（人件費／支出(Ｂ)）

評価指標

事業収支

（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）

支出項目 事業計画 実績 備考

合計（Ｂ）

人件費比率



（総評）

※経営分析指標の評価の考え方

　利用者からの評価が高く、稼働率向上を図るため自主事業、営業活動等を積極的に行っており、また、光熱水費の
削減等経営努力がみられる。一般催事の割合が低いため、今後も誘致活動を更に促進し、安定運営に努めること。

4,042 5,937 146.9 5,085

16,094 21,941 136.3 16,162

24.5 26.7 109.0 23.9

利用者あたり管理コスト

〈業務改善に向けた分析〉

事業収支は良好であり、計画を上回る結果となった。職員の意識向上に努めたことで光熱水費や役務費の減などにつ
ながり、支出総額が減少した。今後も経費節減に努めること。
収入に占める利用料金割合が低いが、自主事業収入、特にウエディング事業の実施により収入をカバーしている。安
定した収入確保のためにも一般催事の誘致を積極的に図る必要がある。
※「事業計画」欄の「利用者あたり管理コスト」「利用者あたり自治体負担コスト」の「利用者数」は、前年度の数
値。

（外部委託費合計／支出(Ｂ)）

利用者あたり管理コスト

利用者あたり自治体負担コ
スト

事業収支

利用料金比率

人件費比率

外部委託費比率

外部委託費比率

外部委託費合計／支出

支出／利用者数

評価指標 計算方法

収入－支出

（指定管理料／利用者数）

（支出(Ｂ)／利用者数）

利用者あたり自治体負担コスト

指定管理料／利用者数

評価の考え方

事業収支がマイナスの場合、継続性の面で課題と
なるため、県、指定管理者で協力して黒字化のた
めの方策を協議する必要がある。

指定管理者の主な収入源がどこにあり、それが安
定したものであるのかを確認する。

支出の中で人件費が減らされすぎていないか、そ
れにより効率が低下していないかを確認する。

外部委託に過度にシフトしていないかを確認す
る。

１人あたりの利用者に対してどれだけのコストが
費やされているか。コストが少なくても利用者が
少ない、あるいは利用者は多いがコストがかかっ
ているなど、前年度との比較、類似施設との比較
により、当該施設の効率性を確認する。

１人あたりの利用者に対してどれだけの県による
財政負担がなされているか。前年度との比較、類
似施設との比較により、当該施設の効率性を確認
する。

利用料金収入／収入

人件費／支出




