
平成25年度第１回土木建築部公の施設に係る指定管理者制度運用委員会

平成24年度指定管理者モニタリング検証結果について(西原マリンパーク)

１．開催日時 平成25年８月16日(金) 16:30～16:45

２．開催場所 県庁４階 第４会議室

３．出席状況 委員５名中、５名出席

４．審議概要

(1) 検証事項 平成24年度モニタリング実施結果

(2) 審議の流れ

①県（港湾課）からモニタリング実施結果の説明

②質疑応答

(3)主な意見（質問）等

●向かい側にある公園は関係はないのか。

→マリンパーク向かいにある公園は西原町の都市公園である。

●ＢＢＱの収入は多いのか。

→自主事業収入の大部分をＢＢＱが占めている。モニタリングシートの販売収入

にＢＢＱによる収入が記載されている。

●ライフガードの配置はどうなっているのか。

→遊泳期間である４月から１０月頃まではライフガードが配置されている。指定

管理者が委託しており、夏季期間で１千万弱ほど委託料を支払っている。

●夜間は門は閉門するのか。トイレ等は使えるのか。

→車両が出入り自由になると安全面で問題があるため、夜間は全ての門を閉門し

ている。人の出入りまでは制限できない。トイレに関してはサービス棟以外の

トイレは夜間も自由に使える形になっている。街灯もついている。

●ホームレス等はいないか。

→ホームレスに関してはこれまで情報等はないため、いないと思われる。

●収支報告は科目ごとに細かく報告されているか。

、 。 、→収入 支出ともにそれぞれ科目ごとに報告してもらっている 人件費でも給与

賞与、社会保険料など細かく報告がある。

●マリーナがあると思うが、どうなっているか。

→平成25年度からは指定管理区域を拡大し、あがりティーダ公園や与那原船だま



り、マリンタウン東浜公園が指定管理者の管理となっている。与那原マリーナ

については現在整備中である。

●台風の影響はどの程度だったか。

、 。→平成24年度は大きな台風もあり 砂の飛散や施設の破損など被害が大きかった

また週末の襲来が多かったため、収入的にも厳しいものとなっている。砂の飛

散等に関しては、指定管理者で対応をお願いしている。

●人件費について、計画よりも実績が大きく上回っているが理由は何か。

→台風後の対応については、施設の担当者だけでは間に合わないため、本社から

も応援が来ており、多人数で後片付け等を行っている。そのため、応援者の人

件費が必要となり、計画よりも多くの支出となっている。
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Ⅰ．履行確認

１．維持管理業務

(1) 清掃

(2) 保守・点検

(3) 保安・警備

(4) 小規模修繕

(5) 備品購入

西原マリンパーク　指定管理者　モニタリングシート

実施内容

（事業報告書） （現地確認）

定期的に施設内巡回を行
い、優先順位をつけ計画
的、効率的・合理的に実
施する

台風後、砂の除去作
業や破損箇所の修繕
（指定管理者にて対
応可能分）

現場及び業務報告書にて確認

実施内容

事業計画

管理運営業務基準の４指
定管理業務　(2)施設の
維持及び修繕に関する業
務　ウ清掃業務のとおり

事業計画

管理運営業務基準の４指
定管理業務　(2)施設の
維持及び修繕に関する業
務　ア施設の保守点検及
び修繕のとおり

（事業報告書）

事業計画のとおり 現場及び業務報告書にて確認

業務改善に向けた分析

今後も適切な衛生管理に努め
ること

実施内容

（事業報告書） （現地確認）
業務改善に向けた分析

高額備品の購入は、必要性や
コストを両者で検討・協議の
うえで行うこと

今後も適切な保守点検に努め
ること

業務報告書にて確認事業計画のとおり

実施内容

（事業報告書） （現地確認）
業務改善に向けた分析

事業計画のとおり

（現地確認）

必要な事務用備品、維持
管理用備品の購入を行
う。

実施内容

（事業報告書） （現地確認）

特になし 業務報告にて確認

業務改善に向けた分析

今後も適切な保安警備に努め
ること

今後も緊急性、安全性を考慮
した的確な修繕を行うこと

事業計画 業務改善に向けた分析

事業計画

事業計画

管理運営業務基準の４指
定管理業務　(3)施設利
用者の者の安全管理に関
する業務のとおり

現場及び業務報告書にて確認
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２．運営業務

(1) 利用実績

１) 利用者数

３．自主事業

駐車台数
(単位:千台)

ｲﾍﾞﾝﾄ開催数
（単位:回）

前年度比

541

事業項目

　物品の貸出

バナナボート、Ｕチューブ、ビスケットなど

中央エントランス内設置のコインロッカー

備考

7,8,9月が利用
数多い

事業内容

　マリンスポーツ

　コインロッカー

販売事業

　ＢＢＱ

H23年度実績 H24年度実績

ビーチで使用するパラソル、浮輪、ボール、テント、テーブルセット、サマーベッドなど

軽食、冷やし物

電話使用料等　その他

レンタル事業

　売店

　パーラー

　自動販売機

飲料、菓子、ビーチ雑貨、ガス釜等

飲料

バーベキュー食材の販売

利用者数 168

来園者人数
(単位:千人)

505

180 107%

127 135 106%

107%
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Ⅱ．サービスの質の評価

〈平均満足度〉
トイレ・シャワー室が綺麗。

毎年定期的に評価を頂
いている。

配管の修理及びメンテナン
スと引き続き清掃員及びス
タッフの衛生管理に注力す
る。

〈改善要望）
南側トイレ近くの配管修理の必要
性がある。

特に台風時や強風の時
に東屋周辺（芝部分）
に砂の堆積がみられ
る。

年間を通し強風による砂の
飛散がみられるが、定期的
なブロア使用による砂戻し
を行っていく。

〈平均満足度〉
バーベキューの東屋が満席の際、
他の場所での迅速な対応。

昨年に続き多数に評価
を頂いた。

引き続き接客業務をスタッ
フ全員に教育し、各事例や
情報などを周知徹底し、
サービス向上に努める。

〈改善要望〉
バーベキュー予約の際、比較的集
客が集中する日については満席の
為、受付できないお客様が多数い
る。

バーベキューの東屋の
棟数及びテラスなどが
満席の時、できない状
況である。

バーベキュー可能なスペー
スに仮の東屋（テント・椅
子テーブルセット）を仮設
し、予約対応を行なってい
る。

〈平均満足度〉
駐車台数が多いのが良い。
駐車料金が無料なので気軽に来れ
る。また景観が良い。

駐車場に関しては引き
続き無料の方向で運営
する。

入場しやすい分、車両の往
来も多く、また置き引きの
盗難などの防止に配慮す
る。

〈改善要望〉
来場者が多い分、盗難などの事例
が発生している。特に置き引きア
ナンスや巡回でも対応する。

シャワー室、遊泳エリ
アでのバッグなど貴重
品の置きっぱなしを放
送などで注意喚起が必
要と思われる。

注意喚起の看板設置、定期
的な巡回、貴重品の置きっ
ぱなしなどがみられた場合
は注意喚起を徹底し盗難防
止に努める。

〈平均満足度〉
昼のみならず夜間の警備を徹底し
ている。

中高生の自転車進入や
捨て犬猫の処理など一
般お客さんと連携し対
応している。

浦添並びに与那原警察署、
保安庁、西原町と連携し、
防犯及び災害などに対応す
る。

〈改善要望〉

〈平均満足度〉
昨年に引き続き、浮き輪の需要が
多かった。持参するわずらわしさ
が無いと評判が良かった。

同じサービスではな
く、サービスメニュー
を変えていく。

常に清潔感を持たせるた
め、返却後の水洗いを徹底
する。

〈改善要望〉
ビーチバレーコートの修繕を行な
う。

ビーチサッカーとバ
レーのお客さんのトラ
ブルが数回あり、サッ
カーコートを離すなど
対応する。

園内放送による案内及び誘
導など更に注力する

〈平均満足度〉
遊泳客の事故、運営上の欠落によ
る事故事件がなく、更にビーチ以
外の多目的広場、軽スポーツコー
ナー、バーベキューなど幅広い使
用の効率を図る。

引き続き、特にシーズ
ン中は園内の巡回を強
化する。

巡回中、車内のﾁｪｯｸや防
犯、捨て犬猫、酔っ払い、
中高生たちのいたずら、自
転車乗り入れ、迷子の告知
など徹底する。

※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。

施設の清掃
状況などの
衛生管理面
について

維
持
管
理
業
務

業務改善に向けた分析評価項目
指定管理者
自己評価

第三者（利用者等）評価

総合評価

運
営
業
務

その他

施設・設備
の整備状況
について

自主事業

接客対応や
提供サービ
スの内容に
ついて
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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（税抜）

対計画比

（％）

0 0 － 利用料金制のため

6,930 5,105 73.7%

4,350 2,998 68.9%

300 279 93.0%

778 321 41.3%

0 0 －

0 2,000 －
台風災害復旧のため
県より200万円

12,358 10,703 86.6%

8,480 6,997 82.5%
ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ、ﾚﾝﾀﾙ、ﾛｯ
ｶｰ

98,130 85,199 86.8% BBQ、売店、自販機

3,956 5,195 131.3% ｲﾍﾞﾝﾄ、電話など

110,566 97,391 88.1%

122,924 108,094 87.9%

小計

小計

収入合計（Ａ）

〈業務改善に向けた分析〉

使用料収入

販売収入

自主事業収入

その他雑収入

照明設備

その他雑収入

収入項目

シャワー

多目的広場

軽スポーツ広場

指定管理料

駐車場

利用料金収入
（指定管理業務）

備考事業計画 実績

■利用料金収入
　平成24年度は台風の影響で収入が比較的多い夏季の週末に閉園措置を行ったため、利用料金収入は少な
かったと思われる。しかしながら、全体的に利用率が伸び悩んでいるため、実態に即した計画への見直しや
シーズンオフの稼働率向上対策の検討が必要。

■自主事業収入
　台風の影響による利用者数の減少もあったと思われるが、使用料関連事業及び販売関連事業ともに伸び悩
んでいる。収入の安定性を高めるため、今後は、雨天やオフシーズン時でも収入を得られる事業の検討が必
要。イベント収入に関してはコンサートの誘致を行い成果を出しているため、今後もイベントの誘致に積極
的に取り組む必要がある。
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(2) 支出

対計画比

（％）

10,996 17,891 162.7 給料･手当･共済費等

5,969 2,628 44.0
消耗品費、印刷製本
費、通信運搬費、役
務費、使用料等

33,505 19,615 58.5
外部委託費、燃料
費、光熱水費、修繕
費、備品購入費等

50,470 40,134 79.5

5,308 13,114 247.1
給料、手当、共済費
等

1,348 3,179 235.8
売店、パーラー関係
消耗品･機器賃借料等

59,220 49,111 82.9
マリンスポーツ委託
料、光熱水費、材料
仕入費等

65,876 65,404 99.3

116,346 105,538 90.7%

単位：千円、％（税抜）

自主事業

販売・管理費

支出合計（Ｂ）

小計

人件費

事務費

小計

人件費

事務費

支出項目 事業計画 実績 備考

管理費

指定管理業務

〈業務改善に向けた分析〉

　当初計画に比べ、指定管理業務では約20％の減、自主事業ではほぼ計画通り、合計で約10％を経費節減し
ている。今後も継続して経費節減に努めるべきであるが、それにより施設の管理や安全性、利用者への利便
性やサービスの質を低下させないよう注意が必要。
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２．経営分析指標 単位：千円、％

対計画比

（％）

（指定管理料／利用者数）

〈業務改善に向けた分析〉

　事業収支は、事業計画よりも約60％の減となっている。台風の影響も考えられるが、利用料金及び自主事
業収入の増について検討が必要である。利用者数は増えているので、収入に繋がるサービスの種類を増やす
など方法を検討すべきである。
　利用料金比率は約10％となっており、当施設の管理運営費の殆どが自主事業収入によって賄われている。
今後は、経年による施設の修繕費用の増加が見込まれることから、利用料金比率を高める工夫が必要である
とともに、自主事業収入の安定化と新サービスの導入等によるさらなる収入増加に努める必要がある。

（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

（人件費／支出(Ｂ)）

外部委託費比率

評価指標

事業収支

（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）

利用料金比率

（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)）
9.9% 98.5%

13.1% 14.1% 108.2%

備考事業計画 実績

6,578 2,556 38.9%

14.0% 29.4% 209.6%

10.1%

計画：15,190千円
実績：14,913千円

242.4 195.1 80.5%
計画：480千人
実績：541千人

－ － －


