
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25年度指定管理者モニタリング検証結果について 

 

 

1. 開催日時 平成26年5月28日（水） 午前10時から12時まで 

2. 開催場所 県庁４階 第４会議室 

3. 出席状況 委員５名中４名 

4. 審議概要 

(1) 検証対象 平成25年度指定管理状況モニタリング実施結果 

(2) 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。 

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。 

(3) 検証方法 

① 事務局（平和援護・男女参画課）の現地モニタリング報告 

② 各委員員からの意見・質疑 

(4) 主な意見 

① 備品について 

 備品の購入について、県と調整して購入しているが、２万円以上の備品につい

て、その都度調整をするのは、自主的な運営を行う上で、ハードルが高いので

はないか。円滑に対応できる仕組みを検討する必要があると思われる。 

 

② 図書情報室について 

 図書情報室の入館者等の落ち込みがあるが、県の広報媒体を活用した PR も検

討して欲しい。 

 男女共同参画の分野の図書情報室であることを活かし、児童・学生を対象に、

図書情報室の図書を読んで作文を書く図書コンクール等を実施するといった、

取り組みもできるのではないか。 

 学習困難な方への学習場所として提供していくことを検討して欲しい。 

 定期的に実施している特集コーナー（子育て、デート DV 等）については、わ

かりやすく、よい企画だと思う。是非、継続して欲しい。 

 利用者を増やすには、ニーズを考慮した取り組みを考えた方がよいのではない

か。例えば、幼児保育等を専攻している大学生には、児童を相手に読み聞かせ

を行いたいとするニーズがある。これらの学生を図書情報室に呼び込み、読み

聞かせを実施すれば、利用者を増やしていくことができるのではないか、検討

してもらいたい。 

 

③ 利用状況について 



 利用者数が増えている一方で、収入に結びついていない要因は、集客数が多い

ホールの利用が大きかったことによるとも考えられるのではないか。利用料収

入に結びつけるには、会議室や研修室を繰り返し利用する層を取り込むことが

必要だと考えられる。 

 現状として、企業等が会議室を探す際、男女共同参画センターの会議室を、選

択肢として思いつかない状況だと思われる。中小企業等のネットワークに働き

かけることで、利用者を増やすことが出来るのではないか。 

 利用者を広く増やす取り組みが必要な一方、設立目的である男女共同参画に資

する活用をしなければならないということは、相反するようにも思われるが、

まずは、県の施設として、多くの方々に利用してもらう必要がある。活用され

ていくなかで、活性化され、設立目的に資する施設になっていくと思われるの

で、是非、利用者を増やすことに取り組んでもらいたい。 

 

④ 指定管理者の対応について 

 館内各方面の美化や、各種イベント等、多くの自主的な取り組みや、細かい対

応を行っており、業務実施にあたる指定管理者の積極的な姿勢は、評価出来る

内容であると考えられる。 

 

⑤ 評価方法について 

 モニタリングシートにある経営分析指標では、積極的な事業実施を判断出来る

のか疑問がある。分析方法について、検討する必要があると思われる。 

 時間あたりの稼働率が示されているが、面積あたりの稼働率があると、更に分

析が深まると思われるので、検討してほしい。 

 

 

【総括】  

制度運用委員会より、検証内容について、概ね適正に実施されているとの意見を得た。県では、

制度運用委員会の検証を受け、意見等については、今後の指定管理業務に反映させ、モニタリン

グシートの内容についても検討していくこととした。 



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
受託業者による館内各所(エント
ランスホール、廊下、トイレ等含
む)の清掃、報告書の確認。

清潔に保たれていた。清掃日報
で実施を確認した。

適

（２）保守・点検

（事業報告書） （現地確認）

１．ホール管理業務

・利用利用希望者との打ち合わせ
・下見希望者への対応
・控室の管理
・舞台清掃

施設責任者及び管理担当者より
聞き取りを行い、適切に運営さ
れていることを確認した。

適

２．舞台吊りもの管理業務
・作動確認
・委託業者による定期点検

施設責任者及び管理担当者より
聞き取りを行い、点検の結果、
運営上の問題がないことを確認
した。

適

３．庁舎設備管理業務
館内設備管理(廊下の照明、クー
ラーの点検等)、消防用設備等の
日常保守点検、報告書の確認。

適宜、修繕を実施し、適正に管
理されていることを確認した。

適

４．昇降機管理業務
受託業者による点検及び調整等に
ついて、報告書の確認。

受託業者による点検表により、
適正管理されていることを確認
した。

適

６．電気保守管理業務
受託業者による点検及び調整等に
ついて、報告書の確認。

異常ないことを確認した。 適

５．産業廃棄物処理業務
紙類、ビン、缶、ペットボトル等
の仕分け、廃棄について、報告書
の確認。

適切に仕分けされていることを
確認した。

適

６．舞台照明設備保守業務
・照明操作卓、照明器具の作動、
点灯の確認、交換電球の管理

施設責任者及び管理担当者より
聞き取りを行い、点検の結果、
運営上の問題がないことを確認
した。

適

設備が古く、
今後、修繕が
必要となる可
能性がある。

７．舞台音響設備保守業務
・音響操作卓、各種機器類の作
動、音出し確認、ラインチェック

施設責任者及び管理担当者より
聞き取りを行い、点検の結果、
運営上の問題がないことを確認
した。

適

設備が古く、
今後、修繕が
必要となる可
能性がある。

業務改善に向
けた分析

事業計画

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

整合
性
の検

実施内容



（３）保安・警備

（事業報告書） （現地確認）

１．庁舎警備業務
受託業者による保安警備(巡回警
備)、機械警備(22時～翌８時)の
実施、報告書の確認。

警備日誌により、適正に実施さ
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
クーラーの修繕9カ所
電動ブラインドの修理

修繕の実施を確認した。 適

（５）備品購入

（事業報告書） （現地確認）

　なし
ホワイトボード、DVDプレイ
ヤー、展示パネル、マイク

備品の購入を確認した。 適

備品について
は、県で調達
し、指定管理
者で管理する
のが通常であ
るが、管理運
営に必要との
判断から、県
と調整の上、
購入し、指定
管理後は県に
引き継ぐこと
としている。
備品が全般的
に老朽化して
いることか
ら、県として
今後の対応を
検討する必要
がある。

実施内容

実施内容 業務改善に向
けた分析

事業計画
実施内容 整合

性
の検

整合
性
の検

整合
性
の検

業務改善に向
けた分析

事業計画

業務改善に向
けた分析

事業計画



２．運営業務

 (１) 利用実績

① 利用者数（単位：人）

ホール 34,600 58,332 168.6%

会議室　１ 7,634 16,286 213.3%

会議室　２ 6,115 8,664 141.7%

会議室　３ 6,365 7,593 119.3%

特別会会議室 2,432 2,001 82.3%

研修室　１ 12,570 12,449 99.0%

研修室　２ 6,980 7,884 113.0%

研修室　３ 5,580 4,875 87.4%

創作室　 3,824 3,197 83.6%

生活実習室 2,892 3,340 115.5%

和室（でいごの間） 4,270 5,075 118.9%

和室（ゆうなの間） 5,210 6,523 125.2%

茶室 1,068 2,539 237.7%

フィットネスルーム 11,000 10,900 99.1%

全体 110,540 149,658 135.4%

② 施設稼働率

ホール 34.0% 31.9% 93.79%

会議室　１ 67.5% 68.7% 101.78%

会議室　２ 54.6% 57.9% 106.04%

会議室　３ 55.3% 54.9% 99.28%

特別会議室 41.2% 32.6% 79.13%

研修室　１ 53.9% 53.1% 98.52%

研修室　２ 54.1% 49.1% 90.76%

研修室　３ 53.5% 47.4% 88.60%

創作室　 45.0% 33.0% 73.33%

生活実習室 38.0% 29.3% 77.11%

和室（でいごの間） 49.0% 48.9% 99.80%

和室（ゆうなの間） 55.2% 52.0% 94.20%

茶室 33.5% 38.7% 115.52%

フィットネスルーム 62.0% 62.6% 100.97%

全体 49.8% 47.2% 94.83%

業務改善に向けた分析

（事業計画の設定方法）
　過去の実績に基づき、平成25年度事業計画に
おいて指定管理者が設定した。

（状況）
　前指定管理者が管理をしていた平成23年度以
前と比較しても、大幅な上昇がみられた。

　
（要改善事項）
　利用者は大幅に増えており、県民サービスの
観点から評価できる。一方、利用料金収入は、
増えていない状況がある。自主事業を増やした
こと等により、収入に結びつかない利用者が増
えたことも考えられるが、指定管理者による細
かい分析は行われていないことから、利用者増
の要因を丁寧に分析していく必要があると考え
られる。

申込数
整合性の検証
(計画達成率)

事業計画

整合性の検証
(計画達成率)

（事業計画の設定方法）
　毎年、3%増加する計画としている。
　※稼働率は、利用可能時間における利用状況
　　を、示している。

（状況）
　概ね達成されている。ただし、入館者数の大
幅な増に比較すると、稼働率に結びついていな
い状況がある。

（要改善事項）
　創作室、生活実習室については、目標に比べ
て稼働率が低いことから、これら施設の利用者
層を調べ、周知していくことが必要と考えられ
る。

事業計画
(%)

業務改善に向けた分析
実績
(%)



③ 図書情報室利用状況

内容 平成24年度 平成25年度
対前年比

(日、人、冊)
業務改善に
向けた分析

開室日数（日） 290 284 -6

入室者数（人） 13,968 21,506 7,538

貸出利用者数（人） 2,451 2,874 423

貸出冊数 12,222 13,458 1,236

 (２) 運営企画

(事業報告書） (現地確認）

（開館日数） 284

通常通り開館※月
１、2月に2週間の図
書整理実施
通常通り開館平日10
時間、日曜8時間、
月曜休み

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

制服（冬：スーツ、
夏：かりゆしウェ
ア）の導入、苦情の
情報共有等、接客に
気をつけている様子
が伺えた。職員研修
については、平成27
年度の実施を予定し
ている。

適

平成24年度の県直営時に
開館時間を短縮したこと
の影響もあり、当初、利
用者が大幅に減少する状
況があった。平成25年度
は、周辺地域へのポス
ティング等を実施し、利
用者は増加してきている
ものの、平成23年度以前
比べると、まだ回復した
とはいえず、年度をとお
して課題事項として検討
してきた。てぃるる利用
者への呼びかけ、講座等
の関連図書を紹介するこ
とで、図書情報室利用者
が増える見込みはあり、
平成27年度も継続して、
利用者増加に向けた周知
の取り組みが必要と考え
られる。

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



 (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

　平成24年度に刷新
したリーフレットを
引き続き活用してい
る。ホームページに
ついては平成27年夏
までに、更に内容の
充実することを計画
している。

適

 (５) 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

３．自主事業

てぃるる講座

てぃるるサロン

男女共同参画シンポジ
ウム

妻が語るイクメンコン
テスト

てぃるる祭り

てぃるるクリエイティ
ブ委員会

てぃるる登録団体との
意見交換

2回（H25.7.31、H26.3.13）開催
指定管理者が関係団体に呼びかけ、委員
会を組織し、施設活性のためのイベント
開催等について話あった。

開催日時：H25.7.31
てぃるるを主に利用している団体を集
め、指定管理者より事業計画の説明、各
団体の意見交換会を実施した。

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

ふれあいサロンを利用し、コーヒーを楽
しみながらフリートークで気軽に参加で
きるサロンを開催。「手作りスイーツを
楽しむ」等、年間を通して開催される10
のサロンに、延べ194名が参加した。

開催日時：H25.8.10 14:00-16:00
場所：てぃるるホール
基調講演、パネルディスカッションを実
施

11月22日（いい夫婦の日）に合わせて開
催。出場者7名がイクメンパパを紹介。
ライブやお笑いも実施。

自主事業については、積極的な取り組み
が認められる。
ホールを活用したイベント等について
は、話題性があり、新聞等にも取り上げ
られたものの、集客に苦慮している状況
があった。平成27年度は利用団体等と連
携したイベントを行うことで、関係者を
増やし、集客を見込める仕組み作りを検
討しており、改善される見込みはある
が、自主財源で実施している事業である
ことから、予算の範囲で集客を増やすこ
とは、簡単ではないと考えられる。
　今後もクリエイティブ委員会や登録団
体と積極的に話し合いをもち、集客につ
いての検討を行う必要があると考えられ
る。

事業計画
実施内容

業務改善に向けた分析
（事業報告書）

「女性のためのマネー講座」等、講師を
迎えて14の講座を開催し、延べ471名の
参加があった。

開催日時：H26.3.9開催
てぃるるを利用しているサークルや団体
が、日頃の成果を発表。



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

別添「てぃるる利用者アン
ケート集計結果及び第1回
モニター会議結果について
（公表）」のとおり。

別添「てぃるる利用者アン
ケート集計結果及び第1回
モニター会議結果について
（公表）」のとおり。

利用者等で組織する５名
のモニターより、利用者
アンケートを基に、管理
運営のあり方について意
見交換を行い、その結果
を館内に掲示を行ってお
り、サービスの質向上に
向けて、積極的に取り組
んでいると考えられる。

施設・設備管理、接
客対応、ホール運
営、自主事業

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
（％）

13,753,000 12,918,719 93.9%
1,747,000 1,382,763 79.2%
58,218,000 58,218,000 100.0%

0 0
0 0

73,718,000 72,519,482 98.4%

(2) 支出 単位：円

対計画比
（％）

人件費 35,839,000 35,695,932 99.60%

福利厚生 190,000 276,004 145.27%

報償費 1,329,000 148,500 11.17%

旅費 0 37,700

消耗品 933,000 879,713 94.29%

食糧費 0 811

図書購入費 600,000 756,202 126.03%

印刷製本費 533,000 536,754 100.70%

水道光熱費 10,545,000 10,073,688 95.53%

修繕費 2,215,000 1,594,188 71.97%

通信運搬費 685,000 749,441 109.41%

手数料 197,000 43,057 21.86%

保険料 180,000 248,850 138.25%

委託料 15,319,000 11,483,079 74.96%

使用料 1,577,000 3,050,212 193.42%

広告費 0 486,000

負担金 66,000 30,000 45.45%

備品購入 0 936,189

公課費 3,509,000 1,994,887 56.85%

合計 73,717,000 69,021,207 93.63%

事業計画

施設利用料

収入項目

給与＋法定福利費

施設保険

振り込み手数料

利用料金収入

指定管理料
付属設備利用料

備考

<業務改善に向けた分析>
　利用料金収入については、従来よりも高い計画を立て、活性化事業等を実施したが、計画を達成するこ
とは出来なかった。計画を達成するためには、広く周知する方法を再度検討し、稼働率を上げる取り組み
が必要と考えられる。

実績

図書情報システムを使用料へ移行、警備・施設管理の減

修繕で対応できない備品等の購入

備考

受取利息

全国女性会館協議会の年会費

その他収入

予防接種、健康診断

モニタリング会議、女性史展示検討委員会

設備消耗品、事務用品、ホール消耗品

合計（Ａ）

<業務改善に向けた分析>
想定より収入が減ったことでで、経費の節減が必要となったが、当初予定していた報償費の削減、警備・
施設管理、図書情報システムの経費が想定より低く抑えられたことで対応できた。結果的に収益が発生し
ていることから、収支バランスがとれるよう進捗管理していく必要があると考えられる。

チラシ等の印刷

事業計画 実績支出項目

水道、ガス空調機、照明

クーラー、ブラインド等の設備修繕

郵送、電話、ＦＡＸ等

図書情報システムを委託料から変更

モニタリング会議、女性史展示検討委員会

消費税

活性化事業にかかる調整

協定50万円以上、応募時の提示60万円

図書情報室の広告（懸垂幕）



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

74%389円

69%461円

51.7%

16.6%

106%

利用者あたり管理コスト

349828%1,000円 3,498,275円

　利用料金収入は、計画を達成していないことから、収益は抑え、管理業務経費に充てることが望ましい
と考えられる。

20.8%

人件費比率

（人件費／支出(Ｂ)）

（外部委託費合計／支出(Ｂ)）

21.0%
（利用料金収入／収入(Ａ)）

48.6%

19.7%

評価の考え方評価指標

80%

94%

667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

〈業務改善に向けた分析〉

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。

527円

（支出(Ｂ)／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

指定管理料／利用者数

利用料金収入／収入

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。

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。

事業収支

（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）

利用料金比率

収入－支出

利用者あたり自治体負担コスト

計算方法

（指定管理料／利用者数）

　管理業務は適切に実施されている。また、多くの自主事業を実施し、利用者も増加していることから、
施設活性化に重点をおいて選定された現指定管理者の取り組みは評価できると考えられる。
　一方、利用料金収入については、当初の目標を達成できていない状況にあることから、利用者増が収益
に結びついてない状況を分析し、対応を検討する必要がある。また、図書情報室については、利用者を増
やす取り組みを実施しているが、平成23年度以前と比較するとまだ低いことから、周知方法等を検討して
実施していく必要があると思われる。

外部委託費比率

評価指標 事業計画

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。

備考実績



H21 H22 H23 H24 H25
有料施設利用者数 111,879 106,642 107,185 88,515 149,658

H21 H22 H23 H24 H25
施設利用料（使用料）収入 15,695 14,353 15,104 11,650 14,301

H21 H22 H23 H24 H25
図書情報室利用者数 28,688 29,784 27,170 13,968 21,506
貸出冊数 28,716 27,289 25,835 12,222 13,458
登録者数 470 417 406 180 236
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