
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28日（火）　沖縄コンベンションセンター

　対 応 者：上地副館長、米村、藤墳 　　 検 査 員：玉元、金城

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

沖縄コンベンションセンター　指定管理者　モニタリングシート

館内及び施設周辺の環境公
衆衛生の維持管理を実施

398

848,001

海外参加者

792,495

137.524

96.0382

33

340 95.0358

備品購入

保安警備（昼間）、機械警
備（夜間）を実施

国際会議

県外参加者

合計

県内参加者

無線機、冷凍庫、冷蔵庫等
計5件

今後も館内の衛生管理を
徹底すること。

16

業務改善に
向けた分析

台風の影響によるキャンセ
ル等により、会議等の開催
件数は昨年度より減少した
ものの、集客の多い催事が
多かったことにより利用者
数としては増加した。今後
は、積極的なプロモーショ
ン活動とともに、利用者へ
のサービス向上を図り、リ
ピーターの獲得に繋げた
い。

業務改善に
向けた分析

県外会議は増加したもの
の、国際会議及び県内会議
の件数は減少した。国際会
議については、数年に１度
開催される大型会議の開催
等がH24年度は無かったこ
とによるものが大きい。今
後は計画的かつ積極的な営
業展開を図っていく必要が
ある。

今後も施設の老朽化状況
を踏まえつつ、利用者の
安全確保を最優先に考え
計画的に修繕を行うこ
と。

198件の修繕を実施

平成23年度 平成24年度

今後も両者協議の上、必
要に応じた備品購入を行
うこと。

利用者の安全を確保するための
適切な修繕が行われていたが、
施設の老朽化が進んでいること
から修繕が必要な箇所が残って
いる。

自主事業の実施に必要な備品等
の購入が行われていた。

整合性の検証
(前年度比　％)

105.8

整合性の検証
(前年度比　％)

56.3

823,462 103.9

7,420

48,086

平成23年度

9

5,764

今後も適切な保守点検を
実施すること。

保守点検

適切に管理が実施されていた。

（事業報告書）

実施内容

清掃

7名体制で館内清掃及び植栽維持
管理を実施しており、施設は清
潔に保たれ、植栽もきれいに行
われていた。

募集要綱に仕様書に係る点検が
適正に実施されていた。9件の保守点検を実施

今後も安全管理を徹底す
ること。

小規模修繕

（現地確認）
事業計画

897,304

平成24年度

68,078

77.7

141.6

保安警備

業務改善に向けた分析

開催件数

県外会議

県内会議

利用者数

合計
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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

担当部門ごとに接客の勉
強会を実施する等、接客
対応を強化すること。

今後もさらなる広報宣伝
を行うこと。

広報
ＨＰ掲載、メールやＤＭによ
る情報提供や国内外の企業、
関係者へ営業を実施。

HP、パンフレットを確認。事業
者へ主催者あてにＤＭによる営
業を行っていた。

受付・接客
主催者等と連携し、利用者
の苦情等に迅速に対応し
た。

レストランや警備員について、
アンケート結果によると、接客
対応の評価が低い。

今後も情報管理を徹底す
ること。また、情報管理
の勉強会を実施し、ス
タッフの意識を強化する
こと。

会議場Ｃ

情報管理
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

個人情報保護法に基づき、情報
管理に細心の注意を払ってい
た。

20.2 26.8

事業計画

50.7 49.2

施設稼働率 81.0(44.8) 81.1(44.6)

業務改善に向けた分析

業務改善に
向けた分析

大規模催事に利用される展
示棟、劇場棟の稼働率の向
上を図るため、新規の顧客
獲得や積極的なセールス展
開が求められる。会議棟に
ついては他の競合施設との
差別化、過去に使用した企
業等に対する営業展開を積
極的に行っていく必要があ
る。

97.0

100.1

実施内容

132.7

（現地確認）（事業報告書）

平成24年度
整合性の検証

(前年度比　％)

展示棟

会議棟Ａ 52.4 48.9 93.3

劇場棟 45.8 50.9

平成23年度

111.1

会議棟Ｂ 54.8 43.6 79.6
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３．自主事業

平成24年11月3日

主催事業
平成24年度国際会議場
施設協議会総会及び第2
回実務研究会

平成25年2月14日

共催事業

沖縄コンベンションセ
ンター設立25周年記念
キングスチャンピオン
シリーズ  琉球ゴール
デンキングスVS韓国KGC
人参公社

平成24年9月30日

共催事業

琉球新報社創刊120周年
記念・沖縄コンベン
ションセンター設立25
周年記念「辻井伸行ピ
アノリサイタル
2012/13」

平成24年10月17日

平成２４年度は沖縄コンベンションセン
ターが設立から２５周年を迎えたことによ
り、全ての自主事業を記念事業として実施
した。沖縄コンベンションセンターの設立
目的でもある「地域青少年の育成」や「地
域の交流の場」を目的とした催事を実施し
たほか、施設の利活用を促すための内覧会
の開催や沖縄ＭＩＣＥのアピールの場とな
る会議の開催等を実施し、施設の効率的活
用に取り組んだ。しかし、自主事業につい
ては利用料金が免除となることから、その
実施にあたっては施設の予約状況を勘案し
つつ、収支のバランスについて考慮してい
く必要がある。

平成25年3月4日～5日

主催事業

沖縄コンベンションセ
ンター開館25周年記念
観光親善使節2013ミス
沖縄選出大会

業務改善に向けた分析
（事業報告書）

沖縄コンベンションセ
ンター設立25周年記念
施設内覧会

平成24年6月6日

平成24年7月28日
～7月29日

共催事業
夏休みこども自由研究
in 沖縄コンベンション
センター

事業計画
実施内容

共催事業

沖縄コンベンションセ
ンター設立25周年記念
／琉球新報社創刊120年
記念　沖縄コンベン
ションセンター・琉球
新報社 presents
KINGSバスケスクール

平成24年8月5日

主催事業

共催事業

沖縄コンベンションセ
ンター設立25周年記念
キングスチャンピオン
シリーズ 琉球ゴールデ
ンキングスVS秋田ノー
ザンハピネッツ

平成24年9月18日
～9月19日

平成24年8月8日

主催事業

沖縄コンベンションセ
ンター設立25周年記念
事業「映画『ドルフィ
ンブルー』上映会およ
び古網雅也氏講演会」

平成24年8月12日

主催事業

沖縄コンベンションセ
ンター設立25周年記念
事業「グリーンMICEセ
ミナー」

共催事業

沖縄コンベンションセ
ンター開館25周年記念
「劇団四季”こころの
劇場”ﾐｭｰｼﾞｶﾙ『王様の
耳はﾛﾊﾞの耳』

共催事業

琉球新報社創刊120周年
記念・沖縄コンベン
ションセンター設立25
周年記念「佐藤裕指揮
東京シティフィルハー
モニック管弦楽団　沖
縄公演」

平成25年2月18日
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Ⅱ．サービスの質の評価

施設・設備管理

施設利用の満足度（主催者）
施設利用の満足度（来場者）
トイレ使用の満足度（来場者）
案内表示の満足度（来場者）
清掃状況の満足度（来場者）
駐車場の満足度（主催者）
駐車場の満足度（来場者）

96%(88%)
85%(87%)
69%(72%)
71%(81%)
77%(81%)
69%(33%)
41%(60%)

利用規定
手続きや利用規定の満足度
　　　　（主催者）

100%(53%)

接客対応

スタッフの対応・マナー（主催
者）
劇場売店の満足度（来場者）
レストランの満足度（主催者）
レストランの満足度（来場者）
警備員の満足度

100%(99%)
 73%(56%)
100%(75%)
 62%(32%)
 57%(54%)

施設サービス

劇場売店の満足度（商品）
レストランの満足度（ﾒﾆｭｰ）
電光掲示板情報
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾗｯｸの情報量

59％(55%)
80％(20%)
56％(57%)
50％(41%)

*( )書きは前年度数値

Ⅲ．サービスの安定性評価

１．事業収入

(1) 収入 （千円）
対計画比

（％）

135,212 127,495 94.3

60,094 61,100 101.7

105,164 99,707 94.8

300,470 288,302 96.0

67,812 67,812 100.0

7,714 16,385 212.4

5,290 3,404 64.3

自動販売機 4,188 3,515 83.9

その他 4,848 2,312 47.7

22,040 25,616 116.2 平成２３年度実績

390,322 381,730 97.8 403,613

(2) 支出 （千円）

対計画比

（％）

人件費 58,254 55,846 95.9

賃金 4,138 3,304 79.8

旅費 1,800 2,084 115.8

消耗品費 900 909 101.0

印刷製本費 1,500 1,252 83.5

燃料費 360 174 48.3

通信費 2,350 1,677 71.4

保険料 500 506 101.2

公租公課 4,800 3,167 66.0

　アンケートの回答数は昨年度の203件(来場者
191件、主催者12件）から大幅に増え、1,668件
(来場者1638件、主催者30件）となった。施設・
設備管理においては、ほぼ昨年度と同水準で
あったが、駐車場の満足度は例年同様低くなっ
ている。大規模催事の開催時においては、定期
路線バスとの連携や周辺施設の駐車場を借用す
る等して対策を行っているが、引き続き改善に
向けた検討が必要である。
新規オープンしたレストランについては、運営
業者の努力により満足度が大幅に向上している
が、接客対応（来場者）が低水準になっている
ことから、今後改善の必要がある。施設サービ
ス関連について、ほぼ50％の水準にとどまって
いることから、情報の発信方法等の検討が必要
である。

平成24年度は、自主
事業等における積極
的なアンケート実施
により、回収数が昨
年度と比較し、大き
く増えた。利用者ア
ンケートの結果は、
施設・設備管理の評
価は減少したものが
あるが、その他の評
価に関しては、事務
所職員は前年度同
様、評価が高く、ま
た、新規オープンの
レストランに関して
も高い満足度である
ことが分かった。施
設のサービスに関し
ては、情報の提供方
法があまり評価され
ていないことから、
来場者の目につき、
役に立つ情報が提供
できるよう改善して
取り組みたい。

業務改善に向けた分析第三者（利用者等）評価
指定管理者
自己評価

評価項目

備考事業計画 実績

　台風襲来によるキャンセルの発生や昨年度実施された大規模催事が減少したことにより、利用料金収入は計画及
び昨年度実績を下回った。
今後は催事件数の増加を図るため、積極的かつ計画的な営業活動を行い安定的に収入を得ていく必要がある。

利用料金収入

計

収入項目

展示棟

劇場棟

会議棟

〈業務改善に向けた分析〉

事業計画 実績 備考

指定管理料

ワンストップサービス

売店

計

自主事業収入

合計（Ａ）

支出項目
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役務費 2,000 1,461 73.1

賃借料 4,000 4,018 100.5

負担金 100 108 108.0

雑費 300 540 180.0

被服費 240 226 94.2

営業渉外旅費 1,000 982 98.2

商品仕入費 8,640 16,077 186.1

広報宣伝事業費 6,500 4,902 75.4

備品購入費 3,000 2,170 72.3

施設管理委託費 151,100 152,650 101.0

保守点検等業務委託費 21,300 14,533 68.2

修繕費 41,000 37,296 91.0

光熱水道費 71,000 72,080 101.5

平成２３年度実績

384,782 375,962 97.7 368,545

２．経営分析指標 （千円、％、円）

対計画比

（％）

（総評）
　単年度の事業収支は黒字となったが、催事件数の減少に伴い、利用料金収入も減少している結果、昨年度比較で
事業収支は大幅に後退した。今後は競合施設との差別化や、新たな事業展開、積極的な営業活動及び情報発信を
行っていく必要がある。また、築２５年が経過しており、施設全体の老朽化が進んでいる。今後も県と指定管理者
が連携を図りながら、施設の保全と利用率の向上に努めていく必要がある。

133 80 60.0 86

663 443 66.9 435

44.8 44.5 99.2 44.6

15.1 14.9 98.1 17.0

75.5 98.1 76.1

5,540 5,768 104.1

平成２３年度実績

35,068

　支出総額については保守点検等の効率的執行や人件費の減等により計画より減少した。広報宣伝事業費も計画よ
り大幅に減額となっているが、催事件数が減少傾向にあることから、今後は計画的な宣伝広報の実施が望まれる。
施設の供用開始から２５年が経過し老朽化が進んでいることもあり、修繕費が昨年度より約8,000千円増加したこと
に伴い、全体支出としては昨年度実績を上回る結果となった。施設を長期的に維持する観点から、今後も県と協議
のうえ必要な修繕を行っていく必要がある。

事業計画 実績

〈業務改善に向けた分析〉

利用料金比率

〈業務改善に向けた分析〉

　事業収支はほぼ計画値どおりであったが、H23年度との比較では、利用料金収入が大幅に落ち込んだこと(約
18,644千円）や、指定管理料が減少したこと（約4,792千円）により、大幅に後退(約△29,300千円）した。健全か
つ安定した経営活動を行っていくために、積極的な営業展開及び情報発信により催事件数の増加に繋げ、利用料金
収入の増加を図っていく必要がある。

77.0

（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)）

外部委託費比率

事業収支

（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）

合計（Ｂ）

（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

評価指標
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※経営分析指標の評価の考え方

利用者あたり管理コスト

評価の考え方

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 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

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。

評価指標 計算方法

収入－支出

人件費／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。

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。
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