
Ⅰ．履行確認

１．維持管理業務

（１）清掃

（事業報告書） （現地確認）

１．清掃業務
　週に３回、エントランスホー
ル、廊下、トイレ等の清掃を
行った。

　庁舎内の各所は清潔に保たれ
ていた。詳細については清掃日
報で確認した。

適

（２）保守・点検

（事業報告書） （現地確認）

１．ホール管理業務
　ホール利用に応じて、準備、
本番、片付けに立会い、作業に
従事した。

　ホール責任者から聞き取りを
行い、適切な運用に努めている
ことを確認した。

適

２．ホール可動席管理業務

　保守点検は行わなかった。
（経緯）
　平成21年11月の年１回の保守
点検において、経年劣化による
修繕を指摘された。平成22年７
月の県との連絡調整会議で、電
動稼働席の修繕に係る費用と
ホールの利用実態について示
し、今後の運用について協議し
たところ、センターの設置目的
に資する利用が少ないことから
稼働席の出し入れを伴う利用受
付を中止した。
　それに伴い、保守点検を行わ
ないこととした。

　稼働席は出されたままの利用
がされていた。

要改善

　今後、稼働席
の支柱のボルト
のゆるみ等の安
全確認をする必
要がある。

３．舞台吊りもの管理業務

　２カ月に１度保守点検を行っ
た。10月の点検で引割幕２の取
り付け部分のほつれを指摘され
た。
　運用で対処できるので、修繕
は行っていない。

　10cm程度のほつれを確認し
た。聞き取りを行い実際の運用
を確認した。
　利用者の不都合は生じていな
いことを確認した。

要改善

　ほつれ部分の
修繕及び引割幕
全体の状況確認
する必要があ
る。

４．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、
軽微な破損等については、修繕
を行った。

　報告書において要修繕と判断
された箇所を目視確認した。修
繕済であった。

適

５．昇降機管理業務
　毎月１回、点検及び軽微な修
繕、清掃を行った。

　報告書を確認するとともに実
際エレベータに乗り不具合のな
いことを確認した。

適

６．電気保守管理業務

　毎月、三重城合同庁舎の管理
責任者である自治研修所長から
高圧設備及び発電機設備点検を
行った旨の報告を受けている。
10月には、蓄電池の劣化による
修繕が行われた旨の報告を受け
た。

　聞き取り調査を行ったとこ
ろ、直接の立会いは行っていな
いことが確認された。
　指定管理部分について、三重
城合同庁舎の管理者である自治
研修所長と受託業者の２者で、
委託契約を交わしていた。指定
管理者は、上記契約を受けて、
指定管理者、自治研修所長、受
託業者の３者で指定管理部分に
かかる委託費用を負担する旨の
覚書を交わしていた。

要改善

　今後の対応と
して、委託契約
においては、指
定管理者、自治
研修所、受託業
者の３者で契約
を行うことが適
切と思われる。

７．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。

　保管場所を確認し、適切に仕
分けされていることを確認し
た。

適

８．舞台照明設備保守業務

　毎年１回、５月に照明設備等
の保守点検を行っている。
　保守点検の際、操作卓の明か
り３本の内１本が故障している
との指摘を受けた。

　ホール責任者から聞き取りを
行い他の２本で対応しているこ
とを確認した。

要改善
　修繕を行うよ
う指示した。

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

事業計画
実施内容 整合性

の検証
業務改善に向け
た分析



（３）保安・警備

（事業報告書） （現地確認）

１．庁舎警備業務
　保安警備（1日４回の巡回）
と機械警備（22時から翌朝８時
まで）を実施している。

　警備日誌で適正に行われてい
ることを確認した。

適

（４）小規模修繕

（事業報告書） （現地確認）

１．小規模修繕
　保守点検の際に、確認された
要修繕箇所について、その都度
修繕を行っている。

　報告書において指摘のあった
箇所を見て回り、きちんと修繕
されていることを確認した。

適

（５）備品購入

（事業報告書） （現地確認）

　なし 　なし

事業計画
実施内容 整合性

の検証
業務改善に向け
た分析

事業計画
実施内容 整合性

の検証
業務改善に向け
た分析

事業計画
実施内容 整合性

の検証
業務改善に向け
た分析



２．運営業務

 (１) 利用実績

１) 利用者数（単位：人）

ホール 40,84231,65477.5%

会議室　１ 6,977 6,80897.6%

会議室　２ 6,349 6,09996.1%

会議室　３ 6,663 6,23293.5%

特別会会議室 2,691 1,98773.8%

研修室　１ 13,81112,66791.7%

研修室　２ 7,070 7,01499.2%

研修室　３ 5,686 5,53997.4%

創作室　 3,435 3,00887.6%

生活実習室 3,198 2,68684.0%

和室（でいごの間） 4,351 4,710108.3%

和室（ゆうなの間） 5,416 6,271115.8%

茶室 915 818 89.4%

フィットネスルーム 10,07011,149110.7%

全体 117,474106,64290.8%

２) 施設稼働率

平日 18.0%

土日祝日 52.5%

合計 37.5% 28.1% 74.93%

平日 53.5%

土日祝日 75.8%

合計 64.1% 60.1% 93.76%

平日 47.1%

土日祝日 66.6%

合計 57.1% 52.8% 92.47%

平日 49.2%

土日祝日 71.1%

合計 57.9% 55.7% 96.20%

平日 32.8%

土日祝日 47.9%

合計 43.3% 37.3% 86.14%

平日 51.8%

土日祝日 69.0%

合計 55.3% 57.0% 103.07%

平日 46.2%

土日祝日 72.4%

合計 55.5% 54.0% 97.30%

平日 42.3%

土日祝日 64.0%

合計 58.0% 48.7% 83.97%

平日 27.1%

土日祝日 63.2%

合計 45.0% 37.6% 83.56%

業務改善に向けた分析

（事業計画の設定方法）
　平成21年度当初において計画した平成23年度
までの目標値（入場者：89,168名）を平成21年
度で達成したため、平成22年度の目標値を平成
21年度の実績値×1.05に上方修正した。

（状況）
　ほとんどの施設において、事業計画を達成で
きていない。特にホールの利用状況が低い。

（事業計画を達成できなかった主な理由）
　指定管理者から次の点を聞き取り確認した。
　・台風襲来によるキャンセル
　・ホール予約処理の不手際
　※　実際の利用日が１日にもかかわらず、16
　　日もの仮予約を受け、他の利用者が予約で
　　きない状況を招いた。

（要改善事項）
　予約の受け方において、適正な方法を検討
し、公正・公平なサービスを提供するよう指導
した。

事業計画
(%)

申込数
整合性の検証
(計画達成率)

事業計画

業務改善に向けた分析
整合性の検証
(計画達成率)

実績
(%)

（事業計画の設定方法）
　平成21年度当初において計画
した平成22年度までの目標値
（稼働率：40.7%）を平成21年
度で達成したため、平成22年度
の目標値を上方修正した。

（状況）
　利用者数の業務改善に向けた
分析と同じ。

（事業計画を達成できなかっ
た主な理由）
　利用者数の業務改善に向けた
分析と同じ。

（要改善事項）
　利用者数の業務改善に向けた
分析と同じ。

創作室　

研修室　３

研修室　２

研修室　１

区分

特別会議室

会議室　３

会議室　２

会議室　１

ホール



平日 24.2%

土日祝日 52.9%

合計 38.4% 32.5% 84.64%

平日 45.8%

土日祝日 72.8%

合計 50.9% 53.7% 105.50%

平日 54.2%

土日祝日 75.9%

合計 56.9% 60.7% 106.68%

平日 20.2%

土日祝日 36.9%

合計 28.0% 25.1% 89.64%

平日 57.3%

土日祝日 73.7%

合計 57.2% 62.1% 108.57%

平日 40.3%

土日祝日 63.7%

合計 50.4% 47.1% 93.52%

茶室

和室（ゆうなの間）

和室（でいごの間）

生活実習室

全体

フィットネスルーム



３) 教室・イベント等参加者（申込）

対前年比
(人)

対前年比
（％）

研修会セミナー 53,31849,252-4,06692.4%

討　論　会 93 1,024 931 1101.1%

講　演　会 14,24010,913-3,32776.6%

会　 　　議 9,27310,7041,431115.4%

コンサート 4,9723,384-1,58868.1%

映  写  会 929 2,1341,205229.7%

料       理 1,749 976 -773 55.8%

手       芸 288

工       作 133

裁       縫 696

和       裁 35

華       道 230 194 -36 84.3%

着  付  け 1,6541,586 -68 95.9%

茶      道 1,2521,902 650 151.9%

書      道 1,0541,200 146 113.9%

琉球舞踊 1,617

洋　舞　踊　 2,900

日本舞踊 598

フイットネス 3,8464,257 411 110.7%

各種発表会 950 -950

各種練習 4,3972,545-1,85257.9%

集      会 6,9397,276 337 104.9%

演      劇 716 221 -495 30.9%

試験・検定 758 758

合　　　計 111,879106,642-5,23795.3%

615 184.1%

6,2901,175123.0%

内容

　平成22年度は、研
修会セミナー、講演
会、コンサートが大
きく減少している。
　台風の襲来も影響
し減少しているもの
と考える。今後は積
極的に広報を行い利
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21年
度

（人）

平成22年
度

（人）

業務改善に
向けた分析

整合性の検証

680 259 161.5%

1,346



 (２) 運営企画

(事業報告書） (現地確認）

（開館日数） 308
予定どおり開館した
ことを確認した。

適

（開館時間） 3,492
台風襲来により１時
間早く閉館した。

適

 (３) 受付・接客

(事業報告書） (現地確認）

受付・接客業務の資質向上

　管理部門及び図書
情報室の団体職員全
員でコミュニケー
ションスキルアップ
を目的とした講座を
受講したことを確認
した。

適

 (４) 広報

(事業報告書） (現地確認）

リーフレットの配布及
びホームページによる

広報

　男女共同参画セン
ターのリーフレット
を2000部作成し、関
係団体に配布した旨
の報告を受けた。
　また、ホームペー
ジにおいて各種情報
を公開し館の利用促
進に努めていること
をホームページ上で
確認した。

適

 (４) 情報管理

(事業報告書） (現地確認）

申請書の管理
　申請書はきちんと
整理され綴られてい
た。

適

事業計画

事業計画 整合性の検証 業務改善に向けた分析
実施内容

実施内容
整合性の検証 業務改善に向けた分析

事業計画
実施内容

整合性の検証 業務改善に向けた分析

事業計画
実施内容

整合性の検証 業務改善に向けた分析



３) 図書情報室利用状況

内容 平成21年度 平成22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） 28,668 29,784 1,116

貸出利用者数（人） 6,255 6,424 169

貸出冊数 28,484 26,844 -1,640

３．自主事業

離島・僻地図書情報提
供事業

「てぃるるミニミニシ
アター」

てぃるるブックタイム

モニター会議

　入室者数及び貸出利用
者数は共に増加している
が貸出冊数が減少した。
　利用者からのアンケー
トでもあるように新刊の
減少も原因のひとつと考
えられるが、図書貸出冊
数は、新刊の増減に左右
されることがないよう既
存の図書を積極的にＰＲ
し利用促進を図っていく
ことが重要であると考え
る。

　図書情報室で所蔵しているＤＶＤ（映
画）を上映した。
（平成22年度実績）
７/21－34名、11/17－24名、３/16－35
名

　日ごろ育児で忙しい方にゆったりと本
に触れてもらおうと１階の子どもの部屋
で育児サポーターが子供を預るブックタ
イムを実施した。
（平成22年度実績）
６/８－７名、８/10－７名、10/12－３
名、12/14－４名

　男女共同参画センター「てぃるる」モ
ニター会議設置運営要綱を作成し、年２
回モニター会議を行っている。
　モニター会議において利用者の意見を
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する。
　第１回モニター会議、10/７開催
　第２回モニター会議を３月に行う予定
であったが、アンケート意見の内容が同
じであったため見送った。

　第三者の意見をきくことができる貴重
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。

　開催頻度を増やすなど、より多くの県
民に利用してもらえるよう工夫が必要と
思われる。読み聞かせなど親子で親しめ
るイベントの開催を提案した。

　当該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
及び利用者拡大につながった。

　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。
　今後は、小規模離島在住の県民にも貸
出が行えるようなシステムを構築するよ
う提案した。

業務改善に向けた分析事業計画
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)
・名護市女性ネットワーク　316冊
・宮古島市働く女性の家　　 46冊
・八重山福祉保健所　　　　 83冊
　（うちDV関連資料30冊）
　　　　　　　　　　合計　445冊
※平成21年度の合計貸出数　232冊



Ⅱ．サービスの質の評価

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

維
持
管
理
業
務

施設について 別添モニター会議資料の
とおり

運
営
業
務

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
えられたと思う。
　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
ターを目指す。

評価項目



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
（％）

12,312,00012,915,535104.9%
1,782,0001,437,03080.6%
60,262,00060,262,000100.0%

34,000259,269762.6%コインコピー等
74,390,00074,873,834100.7%

(2) 支出 単位：円

対計画比
（％）

報償費 160,000156,20097.6%
旅費交通費 3,000 2,400 80.0%
図書購入費 667,000666,19999.9%
消耗品 1,918,0001,679,12687.5%
燃料費 19,00015,397 81.0%
会議費 5,000 0 0.0%
印刷製本費 402,000233,95858.2%
光熱水費 9,815,0009,562,90797.4%
修繕費 2,035,0001,943,88695.5%
通信運搬費 468,000455,44397.3%
手数料 184,000169,92892.4%
保険料 194,000193,10599.5%
庁舎合同委託費 8,676,0008,673,225100.0%
委託費 6,108,0006,103,08899.9%
使用料及び賃借料 1,541,0001,403,14491.1%
負担金 30,00030,000100.0%
諸会費 42,00042,000100.0%

公課費 26,00024,500 94.2%

人件費 19,893,00019,888,400100.0%

法定福利費 2,980,0002,972,50199.7%

出向料 17,293,00017,292,042100.0%

福利厚生費 28,00027,500 98.2%
予備費 50,000 0 0.0%
人件費一部負担 1,853,0001,852,752100.0%
雑損失 0 680 －
過年度支払分 0 1,020,606 －

74,390,00074,408,987100.0%

ノートパソコン、社会保険料の支払い

全国図書館協議会会費など

施設利用料

収入項目

利用料金収入

指定管理料
付属設備利用料

備考事業計画 実績

全国女性会館協議会

合計（Ａ）

事業計画 実績支出項目

<業務改善に向けた分析>
　ほぼ事業計画どおりである。

備考

茶菓子代
コピー代

<業務改善に向けた分析>
　過年度支払分が収益を圧迫した。事業計画に沿った管理運営が求められる。それ以外の平成22年度の支出
においては、概ね適切に支出されているものと考える。

その他雑入

釣銭ミス

給与等振込み手数料



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

－ 対前年比 1.8ポイント減

51.3%

565円 100%

実績

100% 対前年比 ９円増

19.2%

698円 698円

対前年比　16円増

－ 対前年比 1.4ポイント減

－ 対前年比 2.5ポイント増

19.9% 19.9%

－0円 464,847円

計算方法

利用料金比率

〈業務改善に向けた分析〉

　各種指標の悪化は、利用者数及び利用料金収入の減によるものである。利用料金収入が減少したにもかか
わらず、黒字化したことは指定管理者の取組が評価できる。

18.9%

（外部委託費合計／支出(Ｂ)）

利用者あたり管理コスト

（支出(Ｂ)／利用者数）

50.0%

（利用料金収入／収入(Ａ)）

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

利用者あたり自治体負担コスト

評価指標

565円

評価指標

利用料金収入／収入

備考事業計画

人件費比率

（人件費／支出(Ｂ)）

事業収支
（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）

（指定管理料／利用者数）

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。

人件費／支出

外部委託費合計／支出

支出／利用者数

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。

　条例及び基本協定に従い書面調査と現場確認を行いながら、適正な管理運営及びサービスの提供がなされ
ているかを検証した。その結果、安全確認を要する箇所や要修繕箇所が散見された。そのことについて、指
定管理者で対応できるものについては早急に対応し、県と調整すべき箇所については調整を行い利用者に
サービスの低下を招かないように努力するよう指摘した。
　平成22年度は、台風襲来による影響やホール予約の対応の不手際による利用件数及び利用収入の減、さら
に過年度分の支出があったが、最終的に黒字化できたということは、指定管理者の経営について評価でき
る。
　今後は、各施設の予約のあり方について検討し、利用者に公正・公平でかつ効率的な予約のあり方を構築
できれば、更なる利用料金収入の増加が期待できると考える。
　なお、当センターの設置目的は、女性の地位向上、男女共同参画社会の形成に資することであり、当セン
ターは、男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発、女性に関する諸問題の調査研究、相談等の諸活動の拠
点である。
　別添主催者別入場者数を見ると、指定管理導入後、一般企業による利用が増加し（H16年度：０人→H22年
度：41,223人）、女性財団の利用（H16年度：4,934→H22：1,642）が伸び悩んでいることから、男女共同参
画に関連する利活用が減少していると考えられる。今後は、当センターの設置目的の達成に資する管理運営
に取り組む必要がある。

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。



（単位：人）

主催者 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

国 362 819 881 1,143

県 14,508 9,181 4,188 3,892 4,383 3,983 1,730

市　町　村 0 0 46 0 0 45 0

学　　　校 3,858 8,337 5,778 12,285

女性団体 277 555 749 1,744 2,865 1,937 2,674

その他団体 53,36658,75370,80860,83543,144 44,325 28,824

一般企業 10,78127,645 40,233 41,223

サークル・同好会 2,742 5,458 8,660 10,076

個人事業 9 4 84 1,895 3,467 2,660 7,023

女性財団 4,934 4,225 2,804 2,908 3,445 3,377 1,642

※前年申請分 1,099

　合　　　計 73,09472,71879,77889,01799,563 111,879106,620

※　前年申請分とは、１７年度に申請をした者が１８年度に施設利用をした数である。
　　システム変更により催事別及び主催者別の詳細が把握できず総入場者数のみ表示。
　　（１７年度までの予約は利用日の３ヶ月前まで可能であった）

沖縄県男女共同参画センター主催者別催し物の入場者数

第１期指定管理管理委託 第２期指定管理




