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Ⅰ．履行確認

１．維持管理業務

(1) 保守・点検

(2) 小規模修繕

※維持管理業務については、必要に応じて項目を追加して記入して下さい。

２．運営業務

(1) 利用実績

① 県営住宅

226 98.7%

② 県営住宅駐車場

12,340 91.7%

(2) 情報管理

業務改善に向けた分析

今後も入退去者情報等を適
正に管理していく

基本協定書の個人
情報取扱特記事項
のとおり

個人データは県営住
宅電算システムで適
正に管理

電子データは指定管
理者と県とを専用回
線で接続している県
営住宅電算システム
で管理されており、
各種紙データは別に
適切に管理されてい
る

事業計画
実施内容

（事業報告書） （現地確認）

事業計画
実施内容

県営住宅等　指定管理者　モニタリングシート

業務改善に向けた分析
（事業報告書） （現地確認）

今後も保守点検に務めるこ
と

保守・点検

業務改善に向けた分析
（事業報告書） （現地確認）

沖縄県営住宅等指定
管理者業務仕様書の
とおり実施

現場及び業務報告書
にて確認

沖縄県営住宅等指定
管理者業務仕様書の
とおり実施

現場及び業務報告書
にて確認

事業計画
実施内容

17,389

建設後１０年以上経過して
いる団地が多く、今後も緊
急修繕、計画修繕、空家修
繕等適切に修繕を行う

維持修繕

県営住宅

管理戸数 空家数
（政策空家を除く）

入居率
業務改善に
向けた分析

県営住宅駐車場 13,457

管理区画数 契約区画数 使用率
業務改善に
向けた分析



別紙４－Ⅱ

Ⅱ．サービスの質の評価

維
持
管
理
業
務

施設・設備
管理

〈平均満足度〉
　修繕依頼に対して迅速に対応し
てくれた。
　台風時でも対応してくれた。

〈改善要望〉
　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの改修を行って欲し
い。
　浄化槽が時々溢れて異臭がす
る。

　緊急修繕に速やかに対
応できた。
　エレベーターや受水槽
その他法定点検は適正に
行い、修繕にフィード
バックすることができ
た。

　入居者からの苦情、要望
等には現地調査を行い、
県、指定管理者と連携し、
入居者に不平等が生じない
ように対応を行っており、
引き続き入居者が快適に暮
らせるように努めてほし
い。

運
営
業
務

接客対応

〈平均満足度〉
　窓口が昼休みでも丁寧に対応し
てくれた。
　家賃未納等の督促が厳しくて大
変だったが正常に戻って生活が立
て直せた。

〈改善要望〉
　樹木の剪定やペットの苦情にな
かなか対応して貰えない。
　担当が居ないと分からない。

　苦情や事故には、直接
団地に出向いて迅速に対
応している。
　全従事者が保全・修
繕・事務の現在状況が判
る様クレームデータベー
ス作成・勉強会を実施し
ている。

　引き続き入居者等からの
苦情、要望等を汲み取り、
業務改善に努めてほしい。

　協定書に基づき、業務
を遂行できた。
　今後も万全な組織体制
の構築を目指して、問題
点を積極的に改善してい
きたい。

　これまで培ってきたノウ
ハウを活かし、県営住宅の
より良い環境づくりのた
め、入居者からの苦情や要
望に適切に対処しており、
引き続き入居者の立場に
たった親切丁寧な対応を心
がけてほしい。

※評価項目については、施設の態様に応じて適宜設定して下さい。

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

総合評価

評価項目
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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）

対計画比

（％）

0 0 #DIV/0!

250,473,000 250,473,000 100.0%

0 0 #DIV/0!

250,473,000 250,473,000 100.0%

(2) 支出 （単位：円）

対計画比

（％）

142,136,000 162,501,000 114.3%

17,097,000 4,432,000 25.9%

7,615,000 7,193,000 94.5%

10,219,000 7,516,000 73.5%

9,242,000 10,791,000 116.8%

15,926,000 15,439,000 96.9%

14,299,000 16,579,000 115.9%

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

27,596,000 25,966,000 94.1%

4,119,000 2,310,000 56.1%

0 0 #DIV/0!

2,224,000 0 0.0%

250,473,000 252,727,000 100.9%

２．経営分析指標

対計画比

（％）

収入項目 事業計画 実績 備考

利用料金収入

自主事業収入

指定管理料

合計（Ａ）

〈業務改善に向けた分析〉

　県営住宅の指定管理者制度は利用料金制ではなく、基本協定書で定められた管理運営費を指定管理料とし
て支払っている。

支出項目 事業計画 実績 備考

人件費

賃金

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

修繕費

管理人手当

水道管理費

負担金

その他

#DIV/0!

合計（Ｂ）

〈業務改善に向けた分析〉

　県営住宅の指定管理者制度は利用料金制ではなく、基本協定書で定められた管理運営費を指定管理料とし
て支払っている。
　事業計画に対し実績が上回っており、今後も計画どおりとなるよう経費節減に努める必要がある。

評価指標 事業計画 実績 備考

利用料金制は導入し
ていない（利用料金収入／収入(Ａ)）

事業収支
0

（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）

利用料金比率

-2,254,000

人件費比率
56.7% 64.3% 113.3%

（人件費／支出(Ｂ)）
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※経営分析指標の評価の考え方

14,534 100.9%

外部委託費比率
6.4% 6.1% 96.1%

（外部委託費合計／支出(Ｂ)）

管理戸数 17,389
（支出(Ｂ)／管理戸数）

利用者あたり自治体負担コスト
14,404 14,404 100.0% 管理戸数 17,389

（指定管理料／管理戸数）

利用者あたり管理コスト
14,404

〈業務改善に向けた分析〉

　県営住宅の指定管理者制度は利用料金制ではなく、基本協定書で定められた管理運営費を指定管理料とし
て支払っているため、指定管理料の範囲で支出を行う必要があるが、事業計画に対し実績が上回っており、
計画どおりとなるよう経費節減に努める必要がある。

評価指標 計算方法 評価の考え方

事業収支 収入－支出
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。

利用料金比率 利用料金収入／収入
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。

人件費比率 人件費／支出
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。

外部委託費比率 外部委託費合計／支出 外部委託に過度にシフトしていないかを確認する。

利用者あたり管理コ
スト

支出／利用者数

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。

利用者あたり自治体
負担コスト

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。


