
平成２５年度 沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課指定管理者制度運用委員会 
 検証結果について 

 
 
１ 開催日時：平成２５年７月１９日（金）１４：００～１６：００ 
 
２ 開催場所：沖縄県庁８階文化観光スポーツ部会議室 
 
３ 議 題 ：平成２４年度指定管理モニタリング検証結果について 
 
４ 委員出席状況：委員４名中、４名出席 
 
５ 検証内容： 
（１）指定管理者及び県が実施するモニタリングは適切になされているか。 
（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。 

 
６ 委員からの意見等 
 ○沖縄コンベンションセンター 
  ・稼働率が落ち込んでいる時期への対策として、新たな営業展開やリピーターに対し

ては施設使用料を安くする等の対策を検討してみてはどうか。 
  ・接客対応の評価が低くなっているので、研修計画書の提出を義務付けてはどうか。 

・施設別稼働率のグラフについて、昨年度と比較できるようにしてほしい。 
・収支比率が低い。企画の検討や営業活動などについて、計画的・戦略的に取り組む

べきはないか。 
・稼働率は下がっているのに、光熱水道費が上がっているので分析が必要。LED の導

入を行うと、長期的に見ればかなりの節減が図られるので、導入の検討をしてみては

どうか。 
  
 ○万国津梁館について 
  ・オーシャンホールの稼働率が低いので、広報等を強化すべきではないか。 
  ・施設ごとの利益率を算出してみてはどうか。 
  ・稼働率が低い夏場対策として、施設使用料を減額する等の対策をしてみてはどうか。 
  ・自主事業の企画力が弱い、閑散期においてもっと自主事業を増やしてはどうか。 
  ・企画の検討や営業活動などについて、計画的・戦略的に取り組むべき。 
  ・昨年度と比較して、かなり経営が改善されている。来年度にも期待したい。 



　評価日時：平成25年5月31日（金）ザ・テラスホテルズ（株）

　対 応 者：金、比嘉 　　検 査 員：金城、玉元

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

国際会議や県外会議の大
幅な増加に伴い、利用者
数も増となった。今後も
積極的な営業展開を図
り、大規模会議等の誘致
等により、利用者の増を
図っていく必要がある。

業務改善に
向けた分析

平成24年度の開催件数に
おいては島サミットの開
催やウェディング件数の
増加により、昨年度比
25.9%の増となった。今
後、リピーターの獲得に
向けた積極的な営業を強
化するとともに、県外・
国外への計画的なセール
ス展開及び情報発信を
行っていく必要がある。

整合性の検証
(前年度比　％)

143.2

266.8

107.8

116.0

今後も県と協議のう
え、必要な備品購入を
行うこと。

74.7

53

209

83

73

17,533

平成24年度

159.6

県内会議 94.877

125.9

（事業報告書）

保安警備を実施

カーペット、掃除機等

施設運営に必要な備品が購入されて
いた。

1,700

8,989

清掃
館内清掃、植栽維持管理
を実施

整合性の検証
(前年度比　％)

４人体制で日常清掃を実施してお
り、館内は清潔に保たれている。ま
た、定期清掃も適切に行われてい
た。法定点検にかかるものの他、自主点
検も適切に行われていた。

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、利便性に配慮した
修繕が行われていた。

今後も安全性、利便性
を考慮した修繕を行う
こと。

74件の修繕を実施

業務改善に
向けた分析

小規模修繕

事業計画

今後も安全管理を徹底
していくこと。

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

今後も適切な点検を実
施していくこと。

保守点検

常時２名体制で施設の保安警備が実
施されていた。

実施内容

（現地確認）

166

備品購入

52

開催件数

国際会議

県内参加者

県外会議

平成24年度

利用者数

海外参加者 4,536

9,692県外参加者

合計

4,426

15,115

3,305

平成23年度

37

平成23年度

合計

万国津梁館　指定管理者　モニタリングシート
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③ 施設稼働率

( )書きは、別の計算手法により算出。

(2) 利用者サービス

受付・接客

情報管理

利用者アンケート結果の報
告を参照した。

今後も引き続き、効果
的な情報発信に努める
とともに、積極的な営
業展開を行うこと。

広報
ＨＰ、観光情報誌、ウェ
ディング広告サイト、新聞
の媒体等を活用

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とこ
ろ、適切に情報管理が行われてい
た。

ＨＰや掲載した広告内容を確認し
た。全国のMICE関連の情報誌や県内
新聞の「ほーむぷらざ」等への掲載
を実施していた。

今後も情報管理を徹底
すること。

業務改善に
向けた分析

24.7

40.5(19.3)

整合性の検証
(前年度比　％)

102.8

17.5

サミットホール 21.9

平成23年度

アンケートの結果において、スタッ
フのマナー、言葉使い等、非常に高
い評価を受けていた。

実施内容

64.0

（現地確認）（事業報告書）
今後も引き続き、継続的な研
修の実施により、職員の資質
の向上に努め、利用者に喜ば
れるよう適切な対応を行うこ
と。

11.2

業務改善に向けた分析

106.1

オーシャンホール

事業計画

サンセットラウンジ 18.1 19.2

　サミットホール、サンセットラ
ウンジについては昨年度を上回っ
たがオーシャンホールについては
下回る結果となった。閑散期（7
月～9月)における県内企業への積
極的な営業や自主事業の開催を増
やす等の対策が必要である。

施設稼働率 39.4

112.8

平成24年度

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

（
％
）

（月）

月別稼働率 ２３年度

２４年度

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

（月）

主要施設別稼働率 ２４年度
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３．自主事業

平成24年4月1日～
平成25年3月31日

主催事業
リゾートウエディン
グ事業

（事業報告書）
事業計画

実施内容

主催事業 カフェテラス事業
平成24年4月1日～
平成25年3月31日

　自主事業であるウェディング事業
の開催件数は昨年度から増加し、28
件（昨年度は20件）となった。県内
外の婚礼専門エージェントを活用し
たセールス活動やブライダルフェ
アーの開催による新規案件の受注等
が件数の増加に繋がったが、景観を
含めた立地条件と高いステータス性
を最大限にアピールすることで、ま
だまだ増加させる余地があると思わ
れる。今後も、積極的な営業活動及
び効果的な情報発信を行う必要があ
る。

業務改善に向けた分析

主催事業
ブライダルフェアー
2013

ブライダルフェアー
2012

平成25年2月24日

主催事業 平成24年9月23日
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Ⅱ．サービスの質に対する主催者の評価　

万国津梁館を利
用したきっかけ
について

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞについては新たに利用者に
見やすいようﾚｲｱｳﾄの変更や検索時
にﾋｯﾄし易いよう万国津梁館のｲﾒｰｼﾞ
ｷﾜｰﾄﾞを多用させた。又、新たに撮
り直した各種画像の貼り替えや新商
品の造成を行った結果、WEBからの
認知度が高まった。

利用いただいた
理由

意見が分散していることから、当館
の魅力が多岐に渡っている事が窺い
知れる。半数近くが雰囲気・ﾛｹｰｼｮﾝ
を挙げている事からもﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの際
は、その辺を鑑み、ﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨｰ等の
宣材物の告知法に活かしていきた
い。

万国津梁館の利
用状況

今年度は､ﾘﾋﾟｰﾀｰは少なく、初めて
の利用が過半数を占めた。今後は新
たな顧客開拓と併せて、初利用者が
再利用率を高める為にも定期的なDM
発送等のｱﾌﾀｰｹｱを積極的に行ってい
きたい。

万国津梁館の立
地・ロケーショ
ンについて

上記質問項目の結果通り、万国津梁
館の選定理由で過半数近くを占めた
ﾛｹｰｼｮﾝ・雰囲気の良さの回答通り、
やや満足以上ｺﾒﾝﾄが94％となった。

万国津梁館の会
場について

各会場についても、催事打合せ時に
おいて当館職員から各会場の特徴等
の説明を利用者に徹底させている
為、やや満足以上が96％となった。

万国津梁館の施
設について（お
手洗い/駐車場/
回廊等）

施設の維持管理体制の強化を図って
いるが、施設・設備の経年劣化に加
え、トイレの水が溜まりにくい事や
駐車場から会場が遠い等、元々の構
造上の問題で発生した指摘事項に
て、やや不満以下のコメントを頂い
た。

万国津梁館の清
掃状態について

清掃については、業務仕様書内容通
り、日々及び定期の清掃活動は完全
に実施されている。

万国津梁館の会
場料金について

H24年度より、従来の時間帯枠の括
りの撤廃や分割可能な施設において
は分割料金の新設定等、より利用者
の視点に立った利用料金の改定を
行ってきたが、施設利用料金につい
ては全質問項目中、最も普通コメン
トの回答率が高かった。

催事スタッフの
対応・ﾏﾅｰ・説
明・言葉づかい
について

この項目については、100％満足ｺﾒﾝ
ﾄを獲得出来るよう、職員の教育及
び人材育成の更なる強化を図ってい
きたい。

その他スタッフ
の説明・言葉づ
かいについて

やや不満コメントについては委託業
者の電話対応及び英語での対応につ
いて不十分な所があり、指摘をいた
だいた。この項目についても、
100％満足ｺﾒﾝﾄを獲得出来るよう、
職員の教育及び人材育成の更なる強
化を図っていきたい。

料理ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ及び
お弁当について

やや不満のｺﾒﾝﾄについては、主に弁
当手配時の販売価格と弁当の内容
（質/量）との整合性が満足頂けな
かった事例があった。改善策として
はｹｰﾀﾘﾝｸﾞ発注先の再選定、及びｹｰﾀ
ﾘﾝｸﾞ会社へｹﾞｽﾄｺﾒﾝﾄのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを
図り、販売商品の内容や価格の見直
し等について再交渉を実施し、現在
は改善済み。

　平成24年度より指定管理者が変更になっ
たことに伴い、アンケート項目に「立地・
ロケーションについて」、「会場につい
て」、「清掃状態について」、「会場料金
について」を新たに加えて実施した。アン
ケート回収数も116件に上り、昨年の16件か
ら大幅に増加している。ほとんどの項目に
ついて高い評価を受けているが、利用状況
の部分において、「初めて」の項目が50%を
超えていることから、リピート率を高めて
いくことが課題となっている。今後、リ
ピーターの利用者を増やしていくために、
さらなる接客やサービスの向上を図るとと
もに、積極的な営業展開を行っていく必要
がある。

満足　　　　           84.7%(100%)
やや満足　　　　　     12.9%
普通　                  1.2%
やや不満　　　　        1.2%
不満　　　　　　　      0.0%

満足　　　　           93.4%
やや満足　　　　　      2.8%
普通　                  3.8%
やや不満　　　　        0.0%
不満　　　　　　　      0.0%

満足　　　　           79.4%
やや満足　　　　　     13.1%
普通　                  3.7%
やや不満　　　　        1.9%
不満　　　　　　　      1.9%

満足　　　　           95.3%
やや満足　　　　　      2.8%
普通　                  1.9%
やや不満　　　　        0.0%
不満　　　　　　　      0.0%

満足　　　　           90.6%
やや満足　　　　　      2.8%
普通　                  1.9%
やや不満　　　　        4.7%
不満　　　　　　　      0.0%

満足　　　　           85.0%
やや満足　　　　　      9.4%
普通　                  4.7%
やや不満　　　　        0.9%
不満　　　　　　　      0.0%

満足　　　　           65.7%
やや満足　　　　　     12.3%
普通　                 20.0%
やや不満　　　　        1.0%
不満　　　　　　　      1.0%

指定管理者
自己評価

業務改善に向けた分析

万国津梁館ホームページ 16.3%(16.6%)
旅行業者の紹介　　　　 15.4%(16.6%)
知人の紹介　　　　　　 14.5%(0%)
宿泊施設の紹介　　　　  6.8%(16.6%)
県･OCVBからの紹介　     1.7(0%)
その他　　　　　　     45.3%(50.0%

初めて　　　　　　     58.4%(50.0%)
隔年開催　　　　　     13.3%(0%)
年１回程度　　　       11.5%(33.0%)
年数回程度　　         11.5%(0%)
その他　　　　　　      5.3%(17%)

雰囲気（豪華/開放感等）23.0%
ロケーションが良い　　 19.9%(26.6%)
国際会議の実績がある　 15.1%(26.6%)
リゾート感がある　　　 12.1%(20.0%)
宿泊施設が近い　　　   11.5%(20.0%)
清潔感　　　　　　      7.8%
その他(主催者指定等）　10.6%(6.7%)

評価項目 第三者（利用者等）評価

満足　　　　           92.5%(100%)
やや満足　　　　　      6.6%
普通　                  0.9%
やや不満　　　　        0.0%
不満　　　　　　　      0.0%
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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：千円）

対計画比

（％）

サミットホール 33,811 30,092 89.0

オーシャンホール 16,229 10,649 65.6

サンセットラウンジ 6,965 5,816 83.5

ビジネスルーム 1,353 1,056 78.0

473 294 62.2

8,791 7,620 86.7

67,622 55,527 82.1

78,338 78,338 100.0

38,232 30,194 79.0

131,449 50,349 38.3

その他 16,568 12,110 73.1

186,249 92,653 49.7 平成23年度

332,209 226,518 68.2 185,051

(2) 支出 （単位：千円）

対計画比

（％）

人件費 36,071 33,498 92.9

賃金 6,130 6,460 105.4

仕入原価費 139,737 63,714 45.6

広告宣伝費 8,362 3,349 40.1

消耗品費 1,444 2,017 139.7

備品費 2,574 186 7.2

印刷製本費 2,679 5,011 187.0

被服費 1,418 153 10.8

役務費 2,925 905 30.9

賃借料 8,007 5,707 71.3

手数料 603 924 153.2

光熱水道費 16,854 15,551 92.3

旅費 2,000 834 41.7

燃料費 856 192 22.4

修繕費 6,445 4,414 68.5

通信費 902 725 80.4

公租公課 24 389 1,620.8

営業渉外費 462 523 113.2

負担金 90 37 41.1

施設管理委託費 61,213 57,528 94.0

保守点検委託料 0 3,713 #DIV/0!

保険料 68 73 107.4

雑費 110 5 4.5

公租公課（消費税分） 3,599 平成23年度

302,573 205,908 68.1 199,517合計（Ｂ）

支出項目 事業計画 実績 備考

事業計画 実績 備考

〈業務改善に向けた分析〉

　収入合計は昨年度を上回ったが、利用料金収入及び自主事業収入とも、計画値を大きく下回った。その要因としては、平成24年
度より新たな指定管理者となったことから、通常は１年以上前から行う営業活動が４月以降にしか行えず、ＭＩＣＥやウエディン
グ等の実施件数等、計画の見通しが立てにくかった事にある。
今後は、催事等の予約状況を勘案した事業計画を立てるとともに、計画を達成出来るよう営業活動、情報発信を強化していく必要
がある。

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

合計（Ａ）

利用料金収入

計

収入項目

貴賓室

カフェテラス

指定管理料
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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

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

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

外部委託費比率

事業収支

事業計画 実績評価指標

〈業務改善に向けた分析〉

利用料金比率

平成23年度実績

-14,446

　支出全体に関しては対計画比68.1％となっており、収入額同様に事業計画を大幅に下回る結果となっている。要因は収入同様、
新たな指定管理者となったことにより、計画の見通しが立てにくかったことにあるが、今後は催事の開催件数等を的確に見込んだ
事業計画を立てるとともに、職員の意識を高め、経費節減にも努めてもらいたい。

19.4

69.5

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

人件費／支出

外部委託費合計／支出

（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)）
11.9

  積極的な営業活動や徹底したコスト管理により、事業収支の大幅な改善を実現した他、利用者からも高い評価を受けていること
等、指定管理者の初年度として経営の改善に努力したことは評価できる。今後は、低い施設稼働率の改善に向けた取り組みの実施
や、リピーターの獲得に向けた営業展開を図り、安定した事業運営に努めてもらいたい。

4,232

20.4 24.5 120.4

29,636 20,610

人件費比率

（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）

16,344 11,744 71.9 13,200

16.3 136.5

〈業務改善に向けた分析〉

  H24年度は指定管理者が変更となり、その初年度となったが、事業収支は前年度の14,446千円の赤字から20,610千円の黒字へ
と、大幅に改善した。その要因として、積極的な営業活動等の展開により催事件数が大幅に伸びた事や、仕入先の見直し等により
コスト縮減を行った事があげられる。
計画値と実績値において差が見られるため、当初計画の立て方については慎重に行う必要がある。

20.4

20.2 29.7

4,468 105.6 4,727

147.0 34.6
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