
　評価日時：平成23年5月24日（月）　万国津梁館

　対 応 者： 嘉味田館長、川崎                               　検 査 員：糸数班長、玉元、大城

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

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 147

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21年度 平成22年度

利用者数

海外参加者 702

10,106

113

事業計画

今後も安全管理を徹底
すること。

今後も継続して衛生管
理を徹底していくこと

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

常時２人体制で施設の保安警備が
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。

60件の修繕を実施

予約システム、デスク
トップパソコン、カラー
プリンター等

施設運営に必要な備品が購入され
ていた。

業務改善に
向けた分析

小規模修繕

県内会議 17

整合性の検証
(前年度比　％)

４人体制で毎日館内外の清掃を実
施しており、施設は清潔に保たれ
ている。

募集要項仕様書に係る点検が適正
に実施されていた。また、自主点
検も行われていた。

建設設備、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。

900

8,956

12,083

平成21年度

（事業報告書）

保安警備を実施

2,227

17

清掃
館内清掃、植栽維持管理
を実施

92.9

76.5

147.1

97.3

3,167

13,975

平成22年度

78.0

112.8

115.7

整合性の検証
(前年度比　％)

142.2

13

143

105

25

総開催件数は若干減少し
たものの、県内イベント
の増により大幅に県内参
加者が増えたことで利用
者数は１６％増となっ
た。また、自主事業の実
施、商談会の実施、各種
広報媒体を活用した情報
発信等により利用者数が
増加した。今後も継続し
て情報発信を行う必要が
ある。

業務改善に
向けた分析

3月に発生した東日本大震
災の影響によりキャンセ
ルがでたが、県内企業へ
のセールスなどにより県
内会議が増となったこと
でほぼ昨年度並みとなっ
た。今後は状況に応じて
県外・海外への積極的な
セールス展開及び情報発
信が必要である。
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③ 施設稼働率

(2) 利用者サービス

サンセットラウンジ 21.2 18.7 88.2

（現地確認）（事業報告書）

サミットホール、オーシャン
ホールについては前年度を上
回っているが、施設稼働率につ
いては若干前年度を下回ってい
る。今後は積極的に営業及び情
報発信を行う必要がある。特
に、閑散期（特に8月、12月）に
県内企業への営業や自主事業を
行うなど対策が必要である。

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。

事業計画

オーシャンホール 10.3 13.6

平成22年度

25.1

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

132.0

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　％)

22.8

業務改善に
向けた分析

110.1

施設稼働率 35.9 35.1 97.8

サミットホール

情報管理

受付・接客

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
行うとともに、営業活動を
行うこと。広報

ＨＰ、観光情報誌、ウェ
ディング広告サイト、ウェ
ディング情報誌、新聞、市
内広報誌、OCVBが保有する
媒体等を活用
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、台帳の確認を行った。

HP、オリジナルグッズ等の確認を
行った。
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３．自主事業

平成22年4月1日～
平成23年3月31日

主催事業
naruru美味しいnoel
2010

平成22年12月5日

主催事業
小さな演奏会
美ら音のかけはし

平成22年12月12日

主催事業 CHOCOLAT DE naruru
平成23年2月27日～
平成23年2月27日

平成22年11月28日

主催事業
小さな演奏会
美ら音のかけはし

主催事業
中北部エリア連携推
進第一回連絡会議

平成22年9月15日

主催事業
小さな演奏会
美ら音のかけはし

平成22年8月15日

主催事業 万国津梁館感謝祭
平成22年7月21日～
平成22年7月31日

（事業報告書）
業務改善に向けた分析

主催事業 沖縄ＭＩＣＥナイト 平成22年9月6日

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35件（昨年度:52件）行っ
た。ウエディング施設の増加、比較的安
価なウエディング等により昨年度より17
件減少しており、厳しい状況にある。今
後はワンストップサービスの強化、情報
発信及び営業を徹底するなど対策が必
要。
その他の自主事業に於いては、稼働率向
上及び県民利用の拡大に努めており、事
業数は増えているが、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。

主催事業
中北部エリア新年交
礼会

平成23年1月7日

主催事業
リゾートウエディン
グ事業

事業計画
実施内容
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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

今後もお客様満足度を高
められるようサービスの
向上に努めることで、当
館を利用してもらうきっ
かけにすることが重要と
考える。

万国津梁館の
利用状況

リピーターの利用者を増
やすために接客やサービ
スの質を高め、顧客満足
度を高める必要がある。

利用した感想

回答者の大多数から「利
用しやすい｣との評価を得
ている。しかし、LANの環
境について設備が整って
いないという指摘を受け
ている。今後ネット環境
の改善が必要。

スタッフの対
応・マナー・
説明・言葉遣
い

全回答者から｢満足してい
る｣との評価を得ている。
「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、質の高い
サービスが求められてい
る施設であることを意識
し、今後もサービスの向
上に努めたい。

手続きの仕方
や申請書の書
き方

申請書の様式について
は、指定管理者制度が導
入される前から同じもの
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

（％）

40,000 29,187 73.0

19,000 10,707 56.4

9,000 5,263 58.5

1,000 515 51.5

530 325 61.3

69,530 45,997 66.2

71,450 71,450 100.0

38,980 22,043 56.5 聞き取り

102,000 80,983 79.4 　〃

その他 6,000 6,744 112.4 　〃

146,982 109,771 74.7 平成21年度

287,962 227,218 78.9 267,688

わかりやすかった　　　　　　50%
普通　　　　　　　　　　　　50%
わかりにくかった　　　　　　0%

「スタッフの対応」及び「当館を利用した感想」
では高い評価を受けているが、利用者のほとんど
が「初めて」の利用者であり、今後リピーターを
増やすためにサービスの質を高め、積極的に情報
発信を行う必要がある。また、アンケート回答者
数が１４件と非常に少ないので、アンケート方法
を検討する必要がある。

過去に利用したことがある　　29％
旅行業者の紹介　　　　　　　7%
知人の紹介　　　　　　　　　21%
ＨＰを見た　　　　　　　　　7%
県･OCVBから誘致を受けた　 　0%
当館を訪れたことがある　　　7%
その他　　　　　　　　　　　29%

初めて　　　　　　　　　　　72%
年１回程度　　　　　　　　　21%
年数回程度　　　　　　　　　0%
隔年開催　　　　　　　　　　0%
その他　　　　　　　　　　　7%

利用しやすい　　　　　　　　86%
普通　　　　　　　　　　　　14%
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）

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

事業計画 実績 備考

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

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

収入項目
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(2) 支出 （単位：千円）

対計画比

（％）

人件費 45,917 47,508 103.5

賃金 6,747 6,712 99.5

消耗品費 900 547 60.8

印刷製本費 1,000 945 94.5

燃料費 120 163 135.8

通信費 1,218 769 63.1 電話料金減

保険料 100 55 55.0

公租公課 3,050 2,609 85.5

役務費 929 1,018 109.6

賃借料 5,932 5,243 88.4

負担金 65 85 130.8

被服費 150 121 80.7

旅費 2,000 837 41.9

営業渉外費 200 191 95.5

販売手数料 250 752 300.8

仕入原価費 112,486 65,438 58.2

広告宣伝費 2,735 4,618 168.8

備品費 500 2,115 423.0

施設管理委託費 64,890 64,890 100.0

保守点検委託料 3,361 2,897 86.2

修繕費 9,000 5,439 60.4

光熱水道費 16,032 14,550 90.8 職員の意識による減

雑費 352 162 46.0

本社管理費 平成２１年度

277,934 227,664 81.9 264,018

〈業務改善に向けた分析〉

利用料金収入については前年度(42,661千円）を上回ったが、事業計画を大きく下回る結果となった。事業計画を見
直すとともに、営業活動を強化する必要がある。自主事業収入については、収入源であるウエディング事業が昨年度
（120,969千円）を大きく下回る結果となり事業計画を達成できなかった。ワンストップサービスの強化など他のウ
エディングと差別化を図るとともに、情報発信及び営業活動を徹底する必要がある。

〈業務改善に向けた分析〉

支出項目 事業計画 実績 備考

支出全体に関しては、対計画比81.9％と事業計画を下回る結果となっている。また、通信費、光熱水道費について計
画を下回り、節減が図られている。今後も職員の意識を高めさらに節減に努めてもらいたい。

合計（Ｂ）
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２．経営分析指標 （千円、％、円）

対計画比

（％）

（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、自主事業を積極的に行っているが、施設稼働率は低い水準にあり、今後も情報発信及び営
業活動を積極的に行う必要がある。特に一般催事の割合が低いため、今後も誘致活動を促進し、安定運営に努めるこ
と。

5,938 5,113 86.1 5,937

24.6 29.8 121.3 26.7

23,098 16,291 70.5 21,941

16.0

10,028 -446 -4.4

16.5 20.9 126.3 18.5

（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)）

（人件費／支出(Ｂ)）

平成２１年度実績

3,670

事業計画 実績

20.2 83.8

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

利用料金比率

利用者あたり管理コスト

〈業務改善に向けた分析〉

事業収支が－445千円となっており、今後事業の継続していく上で問題がある。県、指定管理者で協力して黒字化に
向けて早急に方策を協議する必要がある。
人件費比率及び外部委託費比率においては、計画を20％以上も上回っており効率的な執行に向けて検討が必要であ
る。
すべての指標において、計画と実績に差があるため、今後計画の立て方を検討する必要がある。

※「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。

外部委託費比率

評価指標

事業収支

（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）

24.1

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

人件費比率

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

人件費／支出
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