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　評価日時：平成２２年６月２日

　対 応 者：金城、宮城

Ⅰ．履行確認

１．維持管理業務

２．運営業務

(1) 施設利用実績

① 利用者数

② 開催件数

県外会議
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整合性の検証
(前年度比％)

120.1

214,793
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利用者数

（現地確認）

合計

開催件数

会議室

大規模集会等

展示会等

合計

研修室

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室

　平成21年度沖縄県総合福祉センター指定管理者　モニタリングシート

事業計画

今後も適正な保守点検に
努める。

今後も適正な衛生管理に
努める。

保守点検

業務改善に向けた分析

今後も適正な保安警備に
努める。

保安警備

（事業報告書）

実施内容

築年数の経過に伴い、修
繕箇所の増加が見込まれ
るため、適切に対処して
いく。

小規模修繕

平成20年度
業務改善に
向けた分析

平成21年度
整合性の検証
(前年度比％)

修繕箇所の調書等を確認したと
ころ、適正に執行されていた。

備品購入 なし

清掃
清掃業務委託仕様書通りに業
務を完了

現地を確認したところ、仕様書
のとおり、適正に行われてい
た。

警備日誌等を確認したところ、
仕様書のとおり、適正に行われ
ていた。

保安警備業務委託仕様書通り
に業務を完了

レストラン換気扇取替え工事
等２８件の修繕を実施

設備業務報告書等を確認したと
ころ、年間計画書のとおり、適
正に行われていた。

施設維持管理業務年間計画書
どおりに業務を完了

117.4

55,500

7,223

105,232

59,214

利用者数については、前年度に比
べ、約12,000人減少している。うち
11,000人以上は研修室の利用者の減
であり、施設稼働率はほぼ横ばいで
あることを併せて考えると、研修1
回あたりの参加人数が減っているの
ではないかと考える。

業務改善に
向けた分析

前年度と同程度の水準を確保してお
り、良好であると考える。今後も、
ＨＰを活用し、県外からの利用件数
を伸ばしていくよう周知活動を行
う。
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88.7

61,406
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5,360

平成20年度

50

平成21年度

3022

県内会議

今後、必要性が認められ
る備品があれば、購入を
検討する。



③ 施設稼働率
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(2) 施設内運営業務利用実績

(3) 利用者サービス

業務改善に
向けた分析

利用者数は減少に転じたものの、施
設稼働率はほぼ横ばいに推移してい
る。

今後も、利用者情報等を
適正に管理していく。

108.7 相談センターは、H18の介護保険法
の改正等により、各市町村に高齢者
等の相談窓口機能を有した「地域包
括支援センター」が設置されたこと
に伴い、H20で当事業は終了した。

業務改善に向けた分析

75.1

100.3

（現地確認）

40.0

0.0

会議室

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室 2.3 1.6 69.6

49.3

1185

37.0

平成21年度

研修室 43.7 43.2

平成20年度

展示会等施設

98.8

整合性の検証
(前年度比％)

99.8

50.4 102.2

900

5.2

合計 40.1

36.9

3.9

大規模集会等施設

事業計画
（事業報告書）

整合性の検証
(前年度比％)

実施内容

平成21年度

978
社会福祉ライブラリー
（貸出件数）

福祉総合相談センター
（相談件数）

平成20年度

センター予約等は、電話対応
が主であり、窓口での対応も
その都度対応を行っている。

特に苦情というものは出ていな
いため、適切な対応を行ってい
ると考える。

「ご意見箱」やアンケー
トにより、来訪者の意見
を反映する。

平成21年度より、セン
ターＨＰを他団体ＨＰへ
リンクするなどの活動を
行っている。

パンフレットの作成及びセン
ターでの研修に参加した方へ
のパンフ配布等

センター利用申請者情報等
を、専用に構築した受付管理
システムで適正に管理してい
る。

広報

情報管理

業務改善に
向けた分析

ＨＰやパンフレット配布方法を
確認した。

受付・接客

申請書などは紙ベースで適切に
管理している。また、センター
ＨＰへの情報掲載についても、
申請者に公開の有無を確認して
いる。



３．自主事業

新型インフルエンザ感染予防対策等について平
成21年7月9日
センター入居団体職員　40名参加

平成21年8月4日
センター入居団体職員　25名参加　ゆいホール

平成22年2月18日
ゆいホールにてセンター入居団体職員21名参加

県内外の利用者
(観光者等)への貸出
利用者86人:貸出台数245台

こいのぼり掲揚式

○救急法講習会及びＡＥＤ取扱講習会へ
の参加者が、見込みより少なかったた
め、今後は、回数の増加、及び日程の設
定などに配慮していく。

○高齢者を対象にした交通安全講習の
ニーズがあることから、かりゆし長寿大
学受講者や民生委員、地域の高齢者を対
象とした講習会を行い、センターをＰＲ
していく。

平成21年4月24日
ゆいプラザにてセンター近隣地域住民、保育園
児、センター入居団体職員等　200名参加

平成22年1月4日
近隣社会福祉施設役職員、センター入居団体職
員 400名参加 ゆいホール

実施内容
業務改善に向けた分析

自主訓練 平成21年8月27日
出席者：150人

総合訓練 平成21年9月15日
出席者：220人

消防訓練

AED取扱い講習会

センター新春懇談
会

事業計画
（事業報告書）

車椅子貸出

救急法講習会

入居団体連絡会
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Ⅱ．サービスの質の評価

〈アンケート回答結果構成比〉
(1)とても良い　           38.0%
(2)良い　　　　           45.6%
(3)普通　　　　           11.2%
(4)悪い　　　　            2.8%
(5)無回答　　　            2.4%
〈改善要望〉
・雨のとき、滑りやすい。
・５階は手すりだけでは危ない。渡り
廊下も危険。

〈アンケート回答結果構成比〉
(1)良い　　　　　       　46.0%
(2)普通　　　　　　       41.2%
(3)あまり良くない　        0.8%
(4)悪い　　　　            0.0%
(5)無回答　　　           12.0%
〈改善要望〉

〈アンケート回答結果構成比〉
(1)とても充実している　   35.6%
(2)まあまあ充実している   52.0%
(3)もっと充実させてほしい  2.0%
(4)充実していない　　      0.4%
(5)無回答　　　           10.0%
〈改善要望〉
・レストランの早期再開を希望しま
す。

〈アンケート回答結果構成比〉
(1)わかりやすい           28.4%
(2)普通　　　　         　47.6%
(3)わかりづらい　　　　   20.0%
(4)無回答　　　　 　　     4.0%
〈改善要望〉
・案内表示が分かりにくいので迷いや
すい。
・館内図を駐車場に置いてほしい。

〈アンケート回答結果構成比〉
(1)多い　                 14.0%
(2)普通　　　　         　46.0%
(3)少ない　　　　         30.0%
(4)無回答　　　　 　　    10.0%

〈改善要望〉
・駐車場が少ない。特に研修時はス
ペースが少ないと感じる。

〈アンケート回答結果構成比〉
(1)利用しやすかった         43.6%
(2)普通　　　　         　　42.4%
(3)利用しづらかった　　　    4.8%
(4)無回答　　　　 　　       9.2%

「利用しやすい」との評
価を多数いただき、管理
者としても満足してい
る。利用者へ気持ち良く
利用いただけるよう今後
とも施設管理へ努めてい
く。

維持管理業務、運営業務
共に概ね良好に管理され
ているものと考える。
引き続き適正な業務執行
に努めていく。

※評価項目及び第三者（利用者等）評価については、利用者アンケートの設問及び回答をもとに設定・掲載した。

多目的ホールや会議室、
研修室の収容人員と比較
して、センター内の駐車
スペースが不足してお
り、現在は周辺施設の駐
車場を借り受けるなどし
て対応している。
新たな駐車場の確保のみ
ならず、公共交通機関と
の連携をも視野に入れて
改善をはかっていきた
い。

清掃、保安警備、保守点
検業務の履行確認の結果
が、アンケートにも反映
されているものと考えら
れる。
今後も適正な維持管理業
務に努めていく。

館内の案内について求め
られることが多いため、
職員や入居団体に対して
の周知徹底をはかってい
るとのことである。

レストランスペースにつ
いては、昨年９月から入
居者不在の状況が続いて
いるので、なるべく速や
かに利用再開に努める。
引き続き適正な応対を求
めていく。

新たな看板の設置を確認
した。
引き続き、ご要望があれ
ば検討する形で改善をは
かっていく。

施設内の環境
について（安
全性・清潔
性・空調等）

維
持
管
理
業
務

施設・設備を利用し
た感想について

運
営
業
務

施設内の案内
表示について

駐車場につい
て

施設内（会議
室・研修室）
の設備につい
て

職員の対応・
マナー・説明
について

駐車場担当者にて事前に
駐車計画を立て、誘導員
の依頼や詰込駐車で対応
を行っている状況であ
る。駐車スペースについ
ては新たな確保が必須で
あり、沖縄県とも協議し
ながら検討を進めたい。

施設内環境について「良
い」との評価を多数いた
だき、今後とも維持でき
るよう努めていく。
また、改善要望のあった
箇所については注意喚起
するなどの対応を検討し
たい。

窓口対応については、満
足しているとの声を多数
いただき、今後とも利用
者に気持ち良く利用して
いただくために親切・丁
寧な対応を努めていく。

多数「充実している」と
の評価をいただいている
ため、今後とも継続した
設備提供に努めていく。

建物の構造上、分かりづ
らく迷うとの声が多くみ
られたため、新たな案内
看板設置（西棟・東棟案
内4箇所）を行った。
会議室等案内板について
も利用者へわかりやすい
内容へと改善を検討した
い。

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
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Ⅲ．　サービスの安定性評価

１．事業収入

（１）収入 （単位：円） （単位：円）

予算額 最終予算額 決算額 対計画比（％） 備考

収入合計 87,025,000 87,175,000 86,646,742 99.4

1 指定管理料収入 75,032,000 75,032,000 75,032,000 100.0

2 利用料金収入 11,993,000 11,993,000 11,454,155 95.5

3 雑収入 0 150,000 160,587 107.1
（業務改善に向けた分析）

（２）支出

予算額 最終予算額 決算額 対計画比（％） 備考

支出合計 87,025,000 87,175,000 86,068,283 98.7

1 人件費 16,397,000 15,715,000 15,638,975 99.5

 ① 運営費人件費 14,615,000 13,933,000 13,877,091 99.6

 ② 維持管理費人件費 0 0 0 0.0

 ③ 情報ライブラリー等人件費 1,782,000 1,782,000 1,761,884 98.9

2 運営費 3,486,000 3,869,000 3,697,264 95.6

 ① 報償費 0 0 0 0.0

 ② 旅費 0 0 0 0.0

 ③ 食料費 0 0 0 0.0

 ④ 消耗品費 851,000 1,513,000 1,512,205 99.9

 ⑤ 燃料代 164,000 54,000 53,532 99.1

 ⑥ 印刷製本費 531,000 437,000 427,403 97.8

 ⑦ 役務費 900,000 865,000 824,441 95.3

 ⑧ 委託料 0 0 0 0.0

 ⑨ 使用料及び賃借料 1,040,000 810,000 703,993 86.9

 ⑩ 備品購入費 0 190,000 175,690 92.5

 ⑪ その他 0 0 0 0.0

3 維持管理費 38,511,000 38,511,000 38,323,050 99.5

 ① 委託料 38,511,000 38,511,000 38,323,050 99.5

 ② その他 0 0 0 0.0

 ① 図書購入費 350,000 350,000 335,510 95.9

 ② 消耗品費 50,000 30,000 29,662 98.9

 ③ 委託料 157,000 74,000 73,968 100.0

 ④ 備品購入費 0 0 0 0.0

 ⑤ その他 0 0 0 0.0

5 高熱水費 24,084,000 23,969,000 23,958,251 100.0

 ① 電気 19,116,000 19,001,000 18,791,731 98.9

 ② ガス 3,516,000 3,516,000 3,738,005 106.3

 ③ 水道 1,452,000 1,452,000 1,428,515 98.4

6 修繕費 2,180,000 2,900,000 2,899,727 100.0 レストラン換気扇取替え工事（59.8万円）、案内看板の設置（23.7万円）等

7 公租公課 1,720,000 1,720,000 1,083,169 63.0 法人税と消費税が見込みより少なかったため。

8 自主企画事業費 90,000 37,000 28,707 77.6

 ① 食料費 0 0 0.0

 ② 消耗品費 50,000 20,000 12,285 61.4 経費節減による

 ③ その他 40,000 17,000 16,422 96.6

（業務改善に向けた分析）

439,140 96.7
社会福祉ライブラリー・
福祉総合相談センター事業
費

454,000

収入項目

支出項目

○施設の維持管理に係る支出については、関係資料等を確認したところ、適正に執行されており、施設の安全性や利用者の利便性が確
保されていると思われる。

利用者数は減少しているものの、利用料金収入は増加している。施設稼働率はほぼ横ばいであること、及び会議の開催件数は増加して
いることなどから、会議や研修１回あたりの参加人数が減少しているためと考えられる。

4 557,000
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　２．経営分析指標 単位：円

対計画比

（％）

　業務改善に向けた分析

人件費比率
18.03

（利用料金収入／収入(Ａ)）

利用料金比率

13.76

事業収支

0
（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）

評価指標 事業計画 備考

事業計画では「事業収
支」は差し引きゼロで計
画されているため。

利用料収入実績
H20：10,945千円
H21：11,454千円

578,459

96.1

実績

13.22

100.8

（人件費／支出(Ｂ)）
18.17 100.8

外部委託費比率
44.18 44.53

（外部委託費合計／支出(Ｂ)）

　事業収支は実績を見た場合、良好であると認められる。主な収入源は指定管理料であり、利
用料金については、収入に占める１割弱程度であることから、さらに利用料金確保のための努
力が必要であると考えられる。
　県としても、駐車場の確保及び公共交通機関との連携を促進することで、さらなる利用者の
増加を検討する必要がある。

104.2
事業計画では「利用者
数」の数値がないため、
「前年度の利用者数」を
事業計画の利用者数とし
て計算した。

（支出(Ｂ)／利用者数）

利用者あたり自治体負担コスト
330

384
利用者あたり管理コスト

401

349 105.7
（指定管理料／利用者数）


