
- 1 -

指定管理者制度運用委員会（男女共同参画センター関係）

平成21年度指定管理モニタリング検証結果について

１ 開催日時・場所

(1) 日時 平成22年６月１日（火） 15:00から16:30まで

(2) 場所 県庁舎４階第３会議室

２ 委員の出席状況

委員４名中３名出席

３ 検証対象

「男女共同参画センター」指定管理者の男女共同参画センター管理運営団体の平成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。

ア 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。

イ 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（平和・男女共同参画課）の現地モニタリング報告

(2) 質疑・意見（各委員からの質疑等に対し、事務局から回答）

（質問１）利用者からの施設への要望に対する回答は見えるように掲示したほうがよいの

ではないか。

（回 答）（確認状況）施設入り口近くの柱に回答を掲示している。即時対応できるもの

については、その都度対応している。

（質問２）計画と実績の差が大きすぎる。これでは当初計画の意味がないのではないか。

当初計画の妥当性が問われる。これほど大きな変更があるのであれば、計画の変更

も必要になるのではないか。支出について適切に管理がなされているのか疑問であ

る。

（回 答）支出について適正に管理がなされるよう、四半期ごとの執行計画の提出を求め

ていく。
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（質問３）指定管理者は、共同企業体（ＪＶ）を組んでいるが、支出する際の決裁はどう

なっているか。

（回 答）通常の支出については、施設管理責任者の決裁で支出しており、予算の流用に

あたってはセンター長の決裁となっている。また、金額が大きいものについては、

代表、副代表を交えた役員会で決定している。

（質問４）現金の不足分についてはどのように対応しているか。

（回 答）単年度の収支においても黒字化を図るべきであるが、指定管理期間を通して赤

字が出ないよう翌年度に調整する。また、前年度の不足分については、翌年度の収

入となるよう使用料の前払い金を充当しており、翌年度の予算に反映される。



Ⅰ．履行確認

１．維持管理業務

（事業報告書） （現地確認）

１．ホール管理業務

　ホール利用者に応じて舞台
準備、本番、撤去に立ち会い
作業に従事した。

　確認時は、ホール点検が適
切に行われていた。

適

２．ホール可動席管理業務

　11月に、年１回の保守点検
を実施したところ、耐用年数
を超えていることから、制御
機材の交換を勧められた。
　点検報告書において確認し
た。

　指定管理者から聴取した内
容は、次のとおりであった。
安全面においては、特に支障
のない状態で、年に20回程度
の席の可動利用があった。

適 ※注

３．舞台吊りもの管理業務

　２ヶ月に１回吊り物の保守
点検を行った。10月の点検で
スイッチの不具合を指摘され
修繕を行った。
　保守点検実施報告書におい
て確認した。

　点検業者によると、使用頻
度が増加した場合、月に１回
の点検になるとのことであっ
た。

適

４．清掃業務

　週に３回、１階から５階の
会議室等の清掃を実施した。
　月報において確認した。

　庁舎内の各所は清潔に保た
れていた。

適

５．庁舎警備業務

　保安警備（巡回）、機械警
備（夜間）を実施した。
　警備日誌において確認し
た。

　保安警備２人のうち、１人
は館内を巡回し、もう１人は
駐車場の整理を適切に行って
いた。

適

６．庁舎管理業務

　館内の設備管理、消防用設
備等について、保守点検を実
施した。
　検査票において確認した。

　館内各所は適切に管理され
ていた。

適

７．昇降機管理業務

　毎月１回２台の昇降機の点
検を実施。
　点検作業報告書において確
認した。

　当該昇降機は、適切に運行
されていた。

適

８．電気保守管理業務

　月次点検を毎月実施した。
蓄電池設備の交換が必要であ
る旨指摘された。
　点検結果報告書において確
認した。

　この設備は三重城合同庁舎
全体にかかる設備のため、庁
舎の管理主体である自治研修
所が対応することになる。

適

９．産業廃棄物処理業務

　紙類、ビン、缶、ペットボ
トル等を仕分けし、廃棄し
た。
　処理報告書において確認し
た。

　廃棄業務が適切に実施され
ていた。

適

10．舞台照明設備保守業務

　５月に年１回の点検を実施
した。操作卓内の部品故障、
故障のおそれがあることまた
調光器盤内の部品についても
故障の恐れがあることをを指
摘された。
　保守点検報告書において確
認した。

故障した部品について修繕を
行った。

適

※　ホール可動席の管理業務については、制御機材の交換、年１回の定期点検にかかる費用が高額であること、可動
席の稼働率が平成21年度では20回程度であることから県として運用について検討を行うこととする。

沖縄県男女共同参画センター　指定管理者　モニタリングシート

事業計画
実施内容 業務改善に向けた

分析
整合性
の検証



２．運営業務

１) 施設稼働率

有料施設

平日 25.1

土日祝日 58.9

平均 34.9 35.7 102.3%

平日 56.8

土日祝日 69.7

平均 49.2 61.0 124.0%

平日 48.3

土日祝日 64.0

平均 44.5 54.4 122.2%

平日 47.6

土日祝日 67.5

平均 41.5 55.1 132.8%

平日 37.2

土日祝日 49.5

平均 22.6 41.2 182.3%

平日 45.4

土日祝日 64.9

平均 44.8 52.7 117.6%

平日 45.6

土日祝日 65.1

平均 44.7 52.9 118.3%

平日 49.3

土日祝日 63.3

平均 49.4 55.2 111.7%

平日 32.3

土日祝日 62.8

平均 40.8 42.9 105.1%

平日 29.5

土日祝日 49.6

平均 22.5 36.6 162.7%

平日 39.0

土日祝日 65.4

平均 34.6 48.5 140.2%

平日 49.4

土日祝日 63.8

平均 41.7 54.2 130.0%

平日 22.3

土日祝日 34.3

平均 9.1 26.7 293.4%

平日 47.3

土日祝日 66.6

平均 56.1 54.5 97.1%

平日 41.1

土日祝日 60.4

平均 38.3 49.9 130.1%

事業計画
(%)

ホール

区分

会議室　１

研修室　２

特別会会議室

研修室　１

業務改善に
向けた分析

実績
(%)

整合性の検証
(計画達成率)

会議室　２

会議室　３

　稼働率は、ほとんどの施設
において計画を達成しており
指定管理者の取組を評価す
る。
　平成22年度の稼働率の目標
についてはすでに平成21年度
に達成しており、平成23年度
の目標値に近づくよう平成22
年度の目標値を見直す必要が
ある。

研修室　３

創作室　

生活実習室

和室（でいごの間）

和室（ゆうなの間）

茶室

フィットネスルーム

全体



２) 教室・イベント等参加者実績

対前年比
(人)

対前年比
（％）

研修会セミナー 45,117 53,318 8,201 118.2%

討　論　会 1,049 93 -956 8.9%

講　演　会 10,281 14,240 3,959 138.5%

会　 　　議 9,203 9,273 70 100.8%

コンサート 4,909 4,972 63 101.3%

映  写  会 1,168 929 -239 79.5%

料       理 1,317 1,749 432 132.8%

手       芸 228 288 60 126.3%

工       作 249 133 -116 53.4%

洋       裁 0 696 696 -

和       裁 50 35 -15 70.0%

華       道 197 230 33 116.8%

着  付  け 783 1,654 871 211.2%

茶      道 747 1,252 505 167.6%

書      道 1,448 1,054 -394 72.8%

琉球舞踊 2,477 1,617 -860 65.3%

洋　舞　踊　 2,987 2,900 -87 97.1%

日本舞踊 109 598 489 548.6%

フイットネス 3,517 3,846 329 109.4%

各種発表会 932 950 18 101.9%

各種練習 3,117 4,397 1,280 141.1%

集      会 8,528 6,939 -1,589 81.4%

演      劇 1,150 716 -434 62.3%

合　　　計 99,563 111,879 12,316 112.4%

内容

　平成21年度は、研
修会セミナー、着付
け、茶道、日本舞踊
の利用は大きく増え
ている。今後は、貸
室の特性をアピール
する等利用者の裾野
を広げる形の広報を
行い、利用者の増加
につながる方策の検
討が必要と思われ
る。

平成20年
度

（人）

平成21年
度

（人）

業務改善に
向けた分析

整合性の検証



３) 図書情報室利用状況

内容 平成20年度 平成21年度
対前年比

(日、人、冊)
業務改善に
向けた分析

開室日数（日） 284 284 0

入室者数（人） 29,338 28,668 -670

貸出利用者数（人） 5,685 6,255 570

貸出冊数 27,355 28,716 1,361

３．自主事業

映画上映「ダブルシフ
ト」

　男女共同参画センターの施設を県民
にアピールするため、男性の育児参加
に関する映画の上映を行ったことで、
仕事と家庭の両立や男性の家事参加な
どに対する意識の啓発にもつながり、
有効な企画であったと思われるが、更
なる効果を上げるためには、企画につ
いてもっと広報・啓発を実施し入場者
数増のための取組が必要であったと思
われる。

離島・僻地図書情報提
供事業

　多数の離島を抱える本県において、
当該事業は、男女共同参画社会の形成
のための情報の格差是正に資する大変
有意義な事業であると認められる。

「てぃるるミニミニシ
アター」

　図書情報室内のDVD（映画）を利用し
ての上映であるため、著作権の関係で
少人数を目的とすることから、30名前
後の利用者が参加するこの企画は適切
な開催であったと認められる。

モニター会議

　第三者の意見を伺うことができる貴
重な会議である。
　利用者の意見及びモニター委員の意
見を取り入れ、適切に対応していると
認められる。
　引き続き、利用者の意見を取り入れ
た管理を行うことが求められる。

事業計画

実施内容

（事業報告書）

　離島・僻地等の男女共同参画社会に関
する情報格差の是正を目的に本の貸し出
しを行った。(貸出期間３ヶ月)
名護市教育委員会 50冊、名護市各種団体
女性代表ネットワーク協議会 100冊、宮
古島市働く女性の家 35冊、八重山福祉保
健所 47冊、計232冊

　当館施設の図書にふれる機会を定期的
に開催することにより、センターの周知
及び利用者拡大を図ることを目的に実施
した。
（平成21年７月15日27名、11月18日28
名、３月17日31名）

　利用者からの意見について、利用者を
代表するモニター委員ともに分析、検討
し利用者の声を反映した。（平成21年12
月、平成22年３月）

　てぃるるフェスタに併せて、育児休暇
に関連する映画の上映を行った。
（平成21年９月２６日　入場者数241名）

　平成21年度は、入室者数は減少して
いるが貸出利用者数、貸出冊数は増加
している。今後も引き続き当該図書情
報室の広報を行い、男女共同参画社会
の形成に資する情報を発信していく必
要がある。21年度にはテーマを設定し
てレイアウトの変更を実施したが、今
後、合同庁舎という利点を生かして県
民生活センターや労政・女性就業セン
ターと関連した企画を検討していく。

業務改善に向けた分析



Ⅱ．サービスの質の評価

施設について 別添モニター会議資料の
とおり

図書情報室につい
て

別添モニター会議資料の
とおり

　寄せられた意見及び
苦情について、指定管
理者は、モニター会議
の意見を取り入れた対
応をしており、おおむ
ね良好であると認めら
れる。
　今後も県民が快適に
当該施設を利用できる
よう、引き続き対応す
る必要がある。

　意見で寄せられた
課題について、施設
利用者や類似施設担
当者等で構成するモ
ニター会議委員に諮
り、改善策を検討し
た結果、利用者への
要望に可能な限り応
えられたと思いま
す。
　今後は類似施設と
の情報共有を密に
し、利用しやすい、
快適なセンターを目
指します。

業務改善に向けた分析評価項目
指定管理者
自己評価

第三者（利用者等）評価



Ⅲ．サービスの安定性評価

１．事業収入

(1) 収入 単位：円

対計画比
（％）

12,143,250 13,767,910 113.4%
1,168,447 1,927,300 164.9%

60,262,000 60,262,000 100.0%
672,000 71,800 10.7% 映画ﾁｹｯﾄ売上げの一部

1,000 0 0.0%
33,000 257,820 781.3% コピー、印刷機使用料等

74,279,697 76,286,830 102.7%

(2) 支出 単位：円

対計画比
（％）

報償費 723,000 48,000 6.6%
費用弁償 21,000 4,500 21.4%
普通旅費 0 105,130 －
消耗品 1,711,762 3,492,508 204.0%
燃料費 35,000 23,913 68.3%
会議費 10,000 0 0.0%
印刷製本費 280,000 488,485 174.5%
光熱水費 12,699,633 10,676,598 84.1%
修繕費 2,060,000 1,229,345 59.7%
通信運搬費 770,000 442,209 57.4%
手数料 108,500 206,768 190.6%
保険料 196,000 197,603 100.8%
庁舎合同委託費 9,615,000 9,328,146 97.0%
委託費 7,384,782 7,410,685 100.4%
使用料及び賃借料 505,400 2,718,200 537.8%
備品購入費 30,000 2,118,390 7061.3%
負担金 48,800 895,700 1835.5%

出向料 0 17,292,042 －

人件費 33,149,840 17,793,344 53.7%

法定福利費 4,755,980 2,531,323 53.2%

福利厚生費 0 71,740 －

公課費 115,000 39,200 34.1%

予備費 60,000 0 0.0%
雑損失 0 190 －

74,279,697 77,114,019 103.8%
<業務改善に向けた分析>
　問題のある支出も認められず、適切に支出されている。
　備品購入費について、突出して増加しているが、パソコン購入は今後の男女共同参画の推進及びセンター
の利活用につながるものであり積極的に活用していってもらいたい。

合計（Ａ）

事業計画 実績

その他雑入

支出項目

<業務改善に向けた分析>
　総額では、事業計画に対し、実績額が200万円以上も上回っており良好であると認められる。
　自主事業収入がかなり低いので、自主事業収入を増加させるための検討、改善が必要である。

備考

付属設備利用料

備考事業計画 実績

施設利用料

職員研修のための講師料を負担金から支出。

県外にて会議出席

利用料金収入

収入項目

自主事業収入
寄付金

指定管理料

施設案内パンフレット増刷、コインコピーリース

会計事務委託

財団職員一部事務負担　他

インフルエンザ予防接種　他

離島僻地格差是正事業で執行なし。（15,000円）

印刷機のインク等購入

39,200円：自動車税、法人税等は、構成団体か
ら支払い

釣銭過誤払い

ノートパソコン２１台購入

当初、人件費はACO社員及び団体職員全体で積算
したが、ACO社員については団体へ出向する形で
あるので、勘定科目を「出向料」として設置
人件費：団体職員9名分、出向料：ACO沖縄出向
社員4名分

ホール音響・照明機材リース



２．経営分析指標
対計画比

（％）

※経営分析指標の評価の考え方

総合評価
　今回、条例及び基本協定に従い、書面確認と現場調査をおこないながら,適正な管理運営及びサービスの
提供が行われているのかを検証した。その結果、利用者数及び利用料金収入が増加するなど、適正な管理運
営が実施されていることが確認できた。
　今後とも、書面で事業状況を確認し、あわせて現場確認を行い、指定管理者と積極的に連携を図りながら
必要に応じた指導、助言を行っていきたい。

外部委託費比率

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

備考

備品購入にあたり、現金
の収支はマイナスとなっ
ているが会計上は資産と
して計上している。

事業計画

人件費比率

（人件費／支出(Ｂ)）

事業収支

（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）

支出／利用者数

評価指標 計算方法

（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

695円

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

利用者あたり管理コスト

収入－支出

人件費／支出

利用料金比率

〈業務改善に向けた分析〉

　事業収支は赤字となっていることから問題があるように思われるが、パソコン購入による支出であり、会
計上、資産に計上していることも考慮すると、事業の継続性について問題は生じないものであり、特に問題
はないと思われる。
　人件費比率が前年度に比較して増加しているのは、外部委託していた業務を直接実施することになったた
めであり、それに付随して外部委託比率も前年度に比較して減少しているが、特に問題は無い。
　利用者あたり自治体負担コストが事業計画から大幅に減少しており、指定管理者の取組が評価できる。

17.9%

（外部委託費合計／支出(Ｂ)）

利用者あたり管理コスト

（利用料金収入／収入(Ａ)）

外部委託費合計／支出

実績評価指標

0円 -827,189円 －

20.6%

51.0% 48.8% 96%
　H20(27.5%)

539円

95%
　H20(33.1%)

22.9% 21.7%

857円 689円 80%
　H20(665円)

77%
　H20(553円)

115%
　H20(18.6%)
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№

1

生活実習室を使用。前使用者、お茶葉入れやか
んを放置。忘れただけかもしれませんが、そのよ
うな使用者には連絡して頂きたい。

当センター施設は、返却時に原状回復（室内レイア
ウト、ゴミの片付け等）を利用者の皆様にお願いし
ております。また、閉館後、同施設の①ガスの元栓
②生ゴミの処理忘れ③室内（冷蔵庫内）の忘れ物
の有無④コンセント等に関しては職員がチェックす
るようにしていますが備品ひとつひとつを確認する
までには至っておりません。

・ 施設返却時に利用者に確認し
てもらう事項をチェック形式でまと
めた「チェックシート」を作成し、施
設の現状回復を徹底してもらって
はどうか。

・ 各施設に応じたチェック項目
を考え、「チェックシート」の活用
を検討します。

2

警備の人どうにかして。 警備員は、当合同庁舎内に用のない方の無断駐
車を防止するため来場者の行き先を確認させてい
ただいております。

・ 無断駐車を防止するうえで行き
先の確認はやむを得ないのでは
ないか。
・ 施設を借用する利用者の方々
には、予約受付の段階で地下駐
車場利用の際には警備員からの
行き先確認がありますとインフォ
メーションしてはどうか。

・ 地下駐車場の利用の際には
行き先の確認がある旨、事務
局による事前のインフォメーショ
ンを行います。
・ 警備員の利用者に対する接
し方、言葉遣いについては事務
局の方から警備会社に注意を
促すようお願いしました。

3

駐車場の方の対応が非常に悪い！！ 警備員は、当合同庁舎に用のない方の無断駐車
を防止するため来場者の行き先を確認させていた
だいております。

・ 同上 ・ 警備員の利用者に対する接
し方、言葉遣いについては事務
局の方から警備会社に注意を
促すようお願いしました。

4

駐車場の警備員の態度が悪い！！駐車場がわ
かりにくくてたずねると、「駐車場は？じゃなくて
用件を言いなさい！」（命令口調）「どちらに用で
すか？」とか聞き方に問題ありです。うたがわれ
た感じがして不愉快でした！！

警備員は、当合同庁舎に用のない方の無断駐車
を防止するため来場者の行き先を確認させていた
だいております。

・ 同上 ・ 警備員の利用者に対する接
し方、言葉遣いについては事務
局の方から警備会社に注意を
促すようお願いしました。

5

エアコンが故障しているのか、とても暑かったで
す。

共有箇所の廊下部分につきましては予算の関係
上、冷房をつけておりません。ただし、図書情報
室、その他借用いただく施設内は冷房を自由に使
用していただけるようになっております。

・ 空調設備の老朽化や運転に掛
かる予算上の問題により稼働でき
ない旨、根気よく利用者に説明す
る以外にないのではないか。

・ 催事を行う主催者のみなら
ず、催事に参加される方にも当
施設の現状を理解いただける
ようインフォメーションの仕方を
工夫していきます。

6

喫茶がほしい。 １１月中旬より、２階喫茶室がプレオープン（ランチ
タイム１２：００―１４：００）しております。

モニター会議前と若干の変更
有り・営業日）毎週火曜日～日
曜日・時間）１２時～１５時
※ラストオーダー１４時。１４時
以降コーヒー及びケーキのみ
注文可。

会議後の改善及び対応策モニター委員の意見・提案等てぃるるの取り組みと現状アンケート内容
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№ 会議後の改善及び対応策モニター委員の意見・提案等てぃるるの取り組みと現状アンケート内容

7

今後、使用したくない（暑い・暗い）。こんなとこく
るか！！エコにもほどがあると思います。なぜ、
快適さを捨てるのか？そのさじ加減がおかしい
です。館内は暑いし、照明は暗く、なにもここまで
しなくてもいいと思います。利用者の快適さを捨
ててまでエコをするのは、あまりにも施設側の押
しつけで腹が立ちました。

光熱費の削減のため、ロビー・廊下は空調をいれ
ておりません。また、照明は１階の廊下、展示フロ
ア（点字ブロック上部）及び公衆電話部分は常時つ
けており、それ以外の箇所に関しては、職員が状
況に応じて点灯するよう心掛けています。

・ 公共の施設は「てぃるる」に限ら
ずほとんど全て節電（省エネ）を
行っている。
・ 今後は益々節電・節水といった
省エネの意識を求められる時代
になる。利用者の方々もそうなっ
てくれば「てぃるる」の現状・取り組
みに理解をしてくれるのでは。

・ 施設共有箇所の空調に関し
て利用者の方々には多少不便
を強いるかたちではあります
が、環境問題も絡め「てぃるる」
の現状をご理解いただけるよう
日頃の接遇から丁寧に応対し
ていきます。

8

室内は、１回使用毎に清掃しているのでしょう
か。畳間に髪の毛がたくさん落ちていて、あまり
いい気持ちがしませんでした。

施設内の清掃は、毎週３回（最低でも２回)月・水・
金曜日の午前中に清掃会社に委託しております。
また前夜勤職員が閉館後、施設を見回りますが、
その際目に見えるゴミなどについては片付けます
が細かな清掃までは至らないのが現状です。

・ 施設返却時に現状回復してい
ただくことが原則なので、利用者
にそれを徹底していただく必要が
あるのではないか。
・ 和室に清掃用具（ほうき、掃除
機等）を配置して、利用者の意識
（マナー）を促してみてはどうか。

・ 和室用に１台（その他貸出用
に１台）掃除機を購入して配置
しました。
・ 利用者のみなさまに施設利
用後の掃除機掛けを借用時に
窓口でお願いします。

9

２００９，８，１５（土）９時～１３時生活実習室。前
回の使用者が生ゴミの処理忘れ（中央シンク内
ゴミ受け）あり。夏場は衛生面に気をつけないと
食中毒を起こす可能性があるので、その方へ連
絡し、再度処理忘れがないようにした方がよいと
思う。異臭もあり、後の利用者の身にもなってほ
しい。（生ゴミの種類：湯むきしたトマトの皮、米、
玉ねぎ等）

当センター施設は、返却時に原状回復（室内レイア
ウト、ゴミの片付け等）を利用者の皆さまにお願い
しており、また閉館後、同施設の生ゴミ等の確認は
職員が行っております。しかし開館時には、お客様
の利用毎に必ずしも施設の見回りに行けていない
のが現状です。

・ 施設返却時に利用者に確認し
てもらう事項をチェック形式でまと
めた「チェックシート」を作成し、施
設の現状回復を徹底してもらって
はどうか。

各施設に応じたチェック項目を
考え、「チェックシート」の活用を
検討します。

10

和室を利用して勉強会をしております。この日は
講師を招いて実施。備品でホワイトボードがどう
しても必要だったが貸出用が別団体に利用され
ており借りられなかった。貸出用が１台しかない
のは非常に不便です。備品の数を増やして下さ
い。

備品は先着順での貸し出しをしています。数に限り
があるので、必ずしも全てのお客様にお貸し出来る
わけではありません。現在、ホワイトボードは２台
用意しております。

・ 備品保管庫の収納スペース
や予算、それぞれに限界があ
るのでホワイトボードの常設さ
れていない施設分すべてを担
保することは難しいですが、ア
ンケートをいただいた後に１台
は追加購入しました。

11

フィットネスルームを使用してウォーキングレッス
ンなどを行っています。備え付けのスピーカーを
利用したいがＣＤは使えますか？施設の特性か
らも音楽（ＣＤ）が再生出来ないのは利用者とし
使いにくいので設備の追加を検討してくれません
か？

フィットネスルームのスピーカーはカセットテープ及
びＶＨＳ(ビデオテープ）を再生することに利用いた
だけます。ＣＤをご利用のお客様に対しては個別で
ＣＤラジカセを貸し出ししております。

いまの時代は音楽媒体にＣＤを用
いることが多いので、施設の特性
からしても（貸出ではなく）ＣＤを使
えるようにした方が便利ではない
か。

・ ＣＤの再生に備え付けスピー
カーを使用していただけるよう
に、ＤＶＤプレイヤー（ＣＤ、ＤＶ
Ｄともに再生可）を設置していま
す。
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№

1

最近、図書館の雰囲気がとても良くなっていいか
んじです。デコレーションとかもよく工夫されてい
てなかなかいいですよ。もっともっと宣伝を沢山
して多くの方々に利用していただけるようにがん
ばって下さい。応援していますよ。

これからも皆様が利用しやすい図書室となるように
努力いたします。

2

普通の民間の図書館みたいにＣＤとか貸し出し
をしてほしい。

民間というのはおそらく市町村立の公共図書館の
ことをおっしゃっていると思います。公共図書館は
あらゆる分野の資料を収集しますが、てぃるる図書
情報室は女性問題や男女共同参画に関する資料
を収集する専門図書室です。残念ながら、ＣＤは収
集対象ではございません。公共図書館と専門図書
室の違い（特性）をご理解いただき、それぞれの図
書館をご利用をいただければと思います。

・ 公共図書館と専門図書室の使
い分けを日頃の接遇のなかで利
用者に指導していけばよい。
・ 予算も限られていることであり、
行えるサービスとできないサービ
スがあり、どんな要望でも答えら
れるわけではないことを利用者に
分かってもらえるように促すことも
必要。

・ てぃるる図書情報室が専門
図書室であることを説明し、ＣＤ
は収集資料の対象外であるこ
とを利用者に理解してもらうよう
に努力します。

3

図書館はバランスのとれたものでないといけな
いと思います（特に新聞）。思想的なことでいいま
すと左右の新聞を取り入れて下さい。一社に
偏ってはいけません（朝日対産経かな）。図書館
はいろんな考え方を読み視て考える場所です。
ぜひ、県内の市町村でバランスある対応をお願
いします。

てぃるる図書情報室は、女性の地位向上、男女共
同参画社会づくりを目指して女性問題に関する図
書、ＡＶ資料、行政資料などを収集提供する専門図
書室です。この点から、次年度も新聞購入につい
ては検討していきたいと思います。現在は予算上、
本土紙は一部しかとることができません。

・ 県内紙２紙は基本的に外すこと
はできない。県外紙もできることな
ら２紙が望ましいので予算上の努
力をしてみてはどうか。それがで
きなければ定期的に社を変更す
る方法も検討してはどうか。

来年度の予算では、県内紙２
紙、県外紙は１紙の予定です。
県外紙については変更も検討
します。

4

取り扱う種類（こわい話、雑誌、絵本等）を増やし
て欲しい。

こわい話はよく小学生から問い合わせがあり貸し
出しも多いです。児童書、雑誌等は予算上購入が
厳しく寄贈に頼っている状況です。そんな中、絵本
はＮＰＯから１７５冊借り受け、貸し出しができるよう
にしました。

・ 意見として今後の参考にしては
どうでしょうか。

・ 寄贈本に頼っているので、な
かなか思うように収集できない
のが現実です。絵本に関しては
ＮＰＯからの協力を維持してい
けるように努力します。

5

本の出版日が古い。産科系の本は年々進歩して
いるのでもっと新しい本を取り入れて欲しいで
す。

出版情報をチェックする際、気をつけるようにしてお
ります。しかしながら予算の都合上、常に最新の書
籍を購入するまでには至っておりません。

・ 医療について詳しいものは看護
大学や医学部図書館に行っても
らうことも可能ではないか。県立
図書館の「横断検索」を利用して、
利用者が求めている書籍を検索
することはできるので案内しては
どうか。

・ 県立図書館の「横断検索」を
有効に活用し、利用者の要望
に応えられるようにします。他
の図書館を案内す る場合に
は、休館日、開館時間等の確
認をするようにします。

アンケート内容 てぃるるの取り組みと現状 モニター委員の意見・提案等 会議後の改善及び対応策
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№

1

・ プロジェクターをつかうとき、ブラインドが勝手
に下がってしまったので戸惑った。

・ ＡＶ機器の操作方法については、施設ごとに取扱
説明書（写真付き）を備え付けています。また、説
明書では操作方法が分からないというお客様に
は、内線電話にて職員をお呼びいただけるよう事
前にご案内しています。

・ 施設の用途に合わせ注意事項
などは事務局からの事前のイン
フォメーションが必要ではないか。

・ これまで以上に、ＡＶブースの
使用方法については懇切丁寧
にご説明、ご案内差し上げるよ
う努めて参ります。

2

・ 午前９時からの施設借用の場合、１０分前から
ではなく３０分前から部屋を開放するべきではな
いか。

・ ご予約をいただく段階で、借用時間は催し物の開
催時間のみならず前後（準備・片付け）の時間も含
むことをご説明し案内しております。その上でセン
ターとしては、利用時間の１０分前からの鍵の受け
渡しを行っております。

・ 通常、「借用時間」とは準備・本
番・撤去を含めたものではない
か。
・ 開館と同時の開催の場合、前
日の夜から借用し準備をするとい
う手立てもあるのではないか。

・ 施設の開館、閉館時間及び
借用時間等は県における条例
により定められています。その
ため、原則として許可の出てい
ない午前９時前の入室は出来
ません。開館と同時に催事を開
催される際は、前日からの施設
の借用をいただき予めご準備さ
れるようお願い致します。

3

・ 子どもの部屋について、セミナーの時の「一時
保育」だけでなく、普段も解放して欲しい。来るた
びに利用したいと思っています。勿論、無料で開
放して欲しいです。

・ 子どもの部屋は、当センターを利用中のお客様
に対して安全面から保育者を必ずつけて頂くことを
条件に無料で貸出しております。そのため、お子様
だけでの利用はご遠慮いただいております。また、
当センターで行われる催事に参加される方々のサ
ポートとして設置された部屋のため、子どもの部屋
のみを目的とした利用はご遠慮いただいておりま
す。

・ 施設の設置目的を周知する必
要があるのではないか。

・設置目的に従い公正に運用し
て参ります。また、セミナー等の
参加者のみならず、図書情報
室やてぃるる相談室をご利用の
お客様も保育者同伴のうえご
利用いただけますので、活用下
さい。

4

・ ３階トイレにタオルとか置いたらいいと思う。 ・ １階及び２階図書情報室側の女子トイレには
ジェットタオルを設置していますが、その他にはそ
のような設備がございません。

・ 各階にジェットタオルを設置出
来ればいいが予算が問題であろ
う。
・ タオルを設置するのは衛生上問
題が発生するのではないか。
・ 利用者が各々ハンカチタオルを
持参出来ればそれがいちばんい
いのではないか。

・ 予算、衛生面での問題から
ジェットタオル及び布タオルの
設置は検討が必要となります。
利用者の皆さまには不便をお
掛けしますがハンカチタオルの
ご持参をお願い致します。

アンケート内容 てぃるるの取り組みと現状 モニター委員の意見・提案等 会議後の改善及び対応策
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5

・ 暖房がなければ、電気ストーブや毛布の貸し
出しをするべきだと思います。また、机や椅子は
ホコリ、すすが溜まりやすく服が汚れるので毎日
キレイにしてくれたら嬉しいです。今後も来ると思
いますので宜しくお願いします。

・ 当センターには各施設にそれぞれ空調を備え付
けておりますが暖房機能※はついておりません。ま
た、防寒用の備品はないため、お客様個々人でご
持参いただいております。

※和室には、暖房機能がついています。

・ 本当に寒い時期は年間を通し
て短い期間なので、そのための設
備投資は予算の計上が難しいの
ではないか。
・ 電気容量といった構造上の問
題は解決が難しいのではないか。
・ 時季に合わせて事務局のイン
フォメーションを工夫するべきでは
ないか。

・ 電気ストーブや毛布について
は今後の検討課題とさせてい
ただきます。寒い季節のご予約
につきましては、お客様のお役
に立てるよう防寒設備のないこ
とを事前にインフォメーション致
します。また、特別会議室シー
トの拭き掃除につきましては早
速、委託清掃業者にお願いしま
した。

6

・ いつも思うのですが、（各部屋）ドアのストッ
パーフックを直していただけないでしょうか。年に
５～６回使用していますが、ここ数年直されてい
ないように思います。

・ ほとんどの部屋は、フックがなくともドアが固定で
きます。確認にたところ、２階会議室１のみ金属製
の重たいドアのためストッパーなしには固定できま
せん。

・ 貸出用として代替品があること
を利用者に案内すれはよいので
はないか。

・ １階窓口にてストッパーフック
を幾つかご用しておりますの
で、必要の際は職員へ一言お
声かけ下さい。

7

・ ホワイトボード用のマーカーを貸し出すのであ
れば有料にしてはどうか。使う人によってはかな
りの量を使用するし、そもそも消耗品なので使う
側が持参するべきではないでしょうか。公民館等
の施設は、備品なども全て有料が多いですよ。
てぃるるも貸出備品、消耗品を有料にしたほうが
よいのではないでしょうか。

・ 当センターではホールの使用を除き、備品の貸し
出しは無料で行っております。消耗品につきまして
は原則お客様に持参いただくことになっております
が、会議等に必要なマーカーは数に限りがござい
ますが幾つか無料でご用意しております。

・ このような意見が出るというの
は、てぃるるの利用者の意識が高
いという証拠で素晴らしい。
・ 有料化を検討してもよいのでは
なないか。

・ しばらくは（ホール以外）マー
カー等のホワイトボード付属備
品に限り先着の無料貸し出しを
継続していまいります。備品の
有料化については今後の課題
とさせていただきます。

8

・ 和室について、畳の表替えや障子の張り替え
はしないのですか。

・ 和室及び茶室の畳の老朽化、障子の破損は著し
いものがございます。ご指摘の件につきましては予
算をみながら早急に解決を図りたいと考えておりま
す。また、障子につきましては応急処置として破損
部分の張り替えをいたしました。

・ 施設としての役割を果たしてい
ないのなら張り替えるべきではな
いか。
・ 費用が掛かる問題なので、年度
末の予算をみて検討するべきで
はないか。

・ 和室及び茶室の畳を全て張
り替え致しました。しかし、予算
の都合により障子の張り替えに
は至っておりません。ただし応
急処置として当センターの職員
により破損部分を補修致しまし
た。
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№

1

・ 童謡歌の「読み聞かせ会」のような読み聞か
せを（親子に）教えてくれるような、子育て支援み
たいなものがいろんな場所で増えて欲しい。

・ 現在、読み聞かせなどは（てぃるる図書情報室
で）行っていませんが、子育て支援の情報収集に
力をいれており読み聞かせをしている県内図書館
及び児童館の情報提供はしています。また、保育
者が図書の閲覧や問題解決のための情報収集を
ゆっくりできるよう、一時保育のある（託児スタッフ
がお子さまを預かります。）「Ｂｏｏｋ Ｔｉｍｅ」を検討
しています。

・ 平成２２年６月８日（火）に第１
回てぃるるブックタイムを実施
いたします。申込方法等につい
ては館内１階フロア及び２階図
書情報室、またホームページで
も案内していますので是非ご利
用下さい。

2

3

4

5

アンケート内容 てぃるるの取り組みと現状 モニター委員の意見・提案等 会議後の改善及び対応策




