
指定管理者制度運用委員会（県営住宅） 
平成 24 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 25 年 8 月 29 日（木）15:15～16:30 
 
２．開催場所：県庁 11 階第４会議室 
 
３．審議内容：県営住宅の指定管理者モニタリングの検証（平成 24 年度） 
 
４．出席状況：委員 5 名中 4 名出席  
 
５．議事録（主な質疑・意見） 
（１）修繕等について 
①台風の後の修理の対応が遅いと、自治会長が心配している。 
（回答）指定管理者には、現場に早めに行くよう指示している。予算を見ながら危険度

の高い箇所から優先的に修繕している。 
②修繕の内容は？ 
（回答）台風対応などの緊急修繕、あらかじめ計画を立てて対応する計画修繕、設備の法

定点検など。 
③台風など停電時の高層階の水の問題はどうか？ 
（回答）事前に発電機を設置して対応している。 

 
（２）入居に関する内容について 

①政策空き家以外にも空き家があるのはなぜか？ 
（回答）団地の入退去があるので、空き家は常に数％はある。 

     退去後、修繕の期間もある。 
②入居者が退去するときの理由は？ 
（回答）所得が入居基準を上回る場合。毎年度、収入調査がある。 

     また、名義人死亡の場合、子どもには承継できないので退去となる。 
③居住年数の上限は？ 
（回答）居住年数の上限はない。20 年以上入居が全体の 25％ほど。 
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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

30 99.2%

② 県営住宅駐車場

2,387 95.3%

(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）

現場及び業務報告書
にて確認

事業計画
実施内容

県営住宅等（中部Ｂ地区）　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）

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

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

3,606

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 2,504

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

１．自治会で行う建物内排水管洗
浄に伴い、公社で屋外県負担分の
排水管洗浄を行った。
２．高い樹木を公社の方で剪定し
てもらった。
３．時間外および台風時の修繕の
対応をしてもらった。
４．台風被害の修繕をはやめに
行って欲しい

１．屋内と屋外の排水管
を同時期に行うことによ
り作業の効率化を図っ
た。
２．高木の剪定は県費で
対応しているが、予算の
執行状況を見ながら3月
の段階で修繕費の不足が
出ないように対応してい
る。
３．24時間対応できるシ
ステムを構築している。
暴風警報発令中は公社職
員が事務所に待機し電話
対応を行っている。
４．修繕費の状況によ
り、危険なものから修繕
を行い、優先度の低いも
のが残っている状況であ
る。予算の手当が出来次
第対応していく。

　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。

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。
　時間外に団地に出向いて要望や
苦情対応をしてくれて助かった。
　収入申告書の書類提出のために
市役所まで連れていってくれて、
書類の請求手続きを手伝って貰っ
た。
　自治会の共益費徴収業務に積極
的に関わって貰っている。

〈改善要望〉
　ペットの苦情になかなか対応し
て貰えない。
　空家待ち募集に応募しても、な
かなか当選しない。

　業務に関する勉強会を
定期的に実施し、接遇マ
ナーの確認や業務処理等
の熟知を図っている。
　事務所１階に総合案内
所を設置し、電話対応及
び窓口業務の充実化を
図っている。
　苦情や事故には直接団
地に出向いて迅速に対応
するよう心がけている。

　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。

駐車場につ
いて

〈平均満足度〉
　料金が近辺の民間駐車場と比較
して安い。
　車庫証明取得の際に保証料が必
要ない。
　１世帯１区画の割当があるため
安心して生活ができる。
　定期的にに団地に出向いて違法
駐車の状況確認を行って貰ってい
る。

〈改善要望〉
　申請手続きが面倒である。
　申請手続きに時間がかかる。

　自治会との連携を図り
ながら業務分担を明確化
した結果、迷惑駐車やマ
ナー違反者等の状況を細
かく把握することがで
き、効果的な対策を行う
ことができた。
　また、違反者への警告
を速やかに行うことで入
居者間のトラブルが減
り、住環境の向上に繋
がっている。

　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、業務
改善に取り組む。

　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。

総合評価

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評価項目

運
営
業
務
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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

（％）

0 0 #DIV/0!

50,737 50,737 100.0%

218,500 218,500 100.0%

0 0 #DIV/0!

269,237 269,237 100.0%

(2) 支出 （単位：千円）

対計画比

（％）

29,070 29,070 100.0%

2,954 2,676 90.6%

1,541 1,346 87.3%

1,052 1,056 100.4%

2,063 1,958 94.9%

3,777 3,646 96.5%

3,681 3,608 98.0%

0 #DIV/0!

218,500 218,500 100.0%

5,934 5,964 100.5%

665 342 51.4%

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

269,237 268,166 99.6%

２．経営分析指標 （単位：千円、％）

対計画比

（％）

備考

指定管理料（修繕費）

利用料金収入

自主事業収入

指定管理料(業務管理費）

合計（Ａ）

収入項目 事業計画

〈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業務管理費を指定管理料とし
て支払っている。また、修繕費については、別途年度協定に基づいて支払っている。

支出項目 事業計画 実績 備考

実績

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

人件費

賃金

旅費

需用費

備考

修繕費

管理人手当

水道管理費

負担金

1,071

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業務管理費を指定管理料とし
て支払っている。また、修繕費については、別途年度協定に基づいて支払っている。

評価指標 事業計画 実績

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
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※経営分析指標の評価の考え方

58.5% 102.2%
支出Bのうち業務管理
費で計算（人件費／支出(Ｂ)）

外部委託費比率
7.4% 7.3% 98.6%

支出Bのうち業務管理
費で計算（外部委託費合計／支出(Ｂ)）

人件費比率
57.3%

100.0% 管理戸数 3,606
（指定管理料／管理戸数）

利用者あたり管理コスト
75 74 99.6%

〈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、基本協定書及び年度協定書に基づき業務管理費・修繕
費を支払っているため、その範囲で支出を行う必要がある。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 計算方法 評価の考え方

管理戸数 3,606
（支出(Ｂ)／管理戸数）

利用者あたり自治体負担コスト
75 75

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。


