
平成２５年度

指定管理者制度運用委員会(奥武山総合運動場及び奥武山公園)に係る

モニタリング実施結果について

１ 開催日時： 平成２５年８月５日（月） １４：００ ～ １６：００

２ 開催場所： 県庁８階会議室

３ 委員出席状況： 委員４名中、４名出席

（委員長）学識経験者

（委 員）財務に精通する者

（委 員）施設の機能又は管理業務の性質に応じた専門的知識を有する経営者等

（委 員）施設の利用団体の代表者等

４ 検証事項： 「奥武山総合運動場及び奥武山公園」の平成２４年度実績に基づく

モニタリング結果の検証について

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 検証方法

（１）事務局（スポーツ振興課、都市計画・モノレール課）の現地モニタリング報告

（２）質疑・意見

質問者：指定管理者制度運用委員会 委員

回答者：事務局、指定管理者

７ 検証結果・主な意見

●指定管理施設における事業の透明性を高めるため、施設ごとの収益状況が把握出来

るようにすること。

●奥武山は、施設も場所も歴史のある所なので、沖縄の特色ある花木を植え、訪れる

人々が沖縄らしい雰囲気を楽しめるような景観作りに努めること。

● 全体的に、しっかり管理していると見受けられた。利用人数など、数値的に落

ちている場合は、原因を検証し、次へ繋げるように改善を図ること。
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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）植栽管理

　

　今後も、施設内の緑化・美化
へ力を入れ、自然環境に配慮し
た快適な公園づくり、植栽管理
業務を行う必要がある。

　事業計画・事業報告の
通り実施されている。

業務改善に向けた分析

　事業計画・事業報告の
通り実施されている。

　各種保守点検も適性に行われ
ており、実施回数も妥当であ
る。
　経年劣化しているものについ
ては、安全性・緊急性を考慮の
うえ更新し、今後も適切な保守
点検に努める必要がある。

整合性の検証 業務改善に向けた分析

整合性の検証

奥武山総合運動場及び奥武山公園　指定管理者　モニタリングシート

整合性の検証 業務改善に向けた分析

　事業計画・事業報告の
通り実施されている。

　良好に実施されており、実施
回数も妥当である。
　今後も適切な衛生管理に努
め、清掃維持管理業務を行う必
要がある。

実施内容

（事業報告書）

[武道館]
３名で週６
日実施

[プール]
１名で週６
日実施

[弓道場]
１名で週６
日実施

[その他施設
及び公園ト
イレ]
３名で週６
日実施

（現地確認）

【確認箇所】
　トイレ、武道館フロ
ア、更衣室、アリーナ
棟、錬成道場、会議室、
その他公園内等

【確認結果】
　各施設及び公園内のト
イレ、更衣室等共用部分
の清掃業務が計画通り行
われており全体的に清潔
感がある。
　業務日誌も細かく記録
され、きちんと整理・保
管されている。
　日常清掃及び定期清掃
ともに業務が適正に行わ
れている。
　

２名常駐
施設維持管理を実施

○消防設備保守点検
○電気工作物保守点検
○武道館設備（電気・
空調・衛生）保守管理
○錬成道場等エレベー
ター保守点検
○熱源・衛生・空調機
保守点検
○直流電源・自家電源
保守点検
○油圧電動リフト保守
点検
○浄化槽汲み取り清掃

【確認箇所】
　武道館地下１階、中央
監視室、機械室、電気室
等において設備機器の確
認

【確認結果】
　地下１階にある、中央
監視室、機械室等におい
て受変電設備、空調設
備、業務日誌等の確認を
行った。
　システムで、奥武山公
園内電気設備を全体的に
把握できるようになって
おり、点検表もきちんと
作成され、適正に行われ
ている。

○消防設備保守点検
○電気工作物保守点検
○武道館設備（電気・空調・衛
生）保守管理
○錬成道場等エレベーター保守
点検
○熱源・衛生・空調機保守点検
○直流電源・自家電源保守点検
○油圧電動リフト保守点検
○浄化槽汲み取り清掃

●床ワックス塗布（ア
リーナ、錬成棟）４/年
●窓ガラス（アリー
ナ、錬成棟、弓道
場、庭球場）３/年
●トイレ内外床洗浄
（12/年）
●貯水槽清掃（武道
館、プール、ライフル
射撃場）１/年

事業計画

事業計画

<定期清掃>

警備室新トイレ床高圧
洗浄、各施設窓清掃、
各施設ワックス塗布、
錬成道場シャワー室床
高圧洗浄、受水槽清掃
(武道館・ライフル)

<日常清掃>

公園内トイレ清掃業務
各施設清掃業務

（現地確認）

床拭き上げ、トイレ、
更衣室、道場観覧
席、アリーナ観覧席、
窓ガラス、カーペット
(会・研・ﾄﾚ)、建物外
周等

（事業報告書）

実施内容

事業計画
実施内容

（事業報告書） （現地確認）

奥武山公園部分、体育
施設（6施設）の植栽
維持管理

樹木剪定（高木・中低木）
樹木施肥
芝生管理（公園部・体育施設
部）
草花管理
雑草管理
植栽巡回点検
ゴミ収集処理

【確認箇所】
●奥武山総合運動場内
●奥武山公園内

【確認結果】
　奥武山総合運動場及び
公園内の日常の清掃、草
刈、芝刈り作業が行き届
いており、景観も良い。
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(4) 保安・警備

(5) 小規模修繕

(6) 備品購入

　適切な備品管理がなされ
ている。

業務改善に向けた分析

　事業報告書のとおり、
適切に修繕されている。

　施設の不具合箇所について、
常に利用者への安全性に配慮し
て修繕を行っている。今後も緊
急性、安全性を考慮した修繕を
行う必要がある。

整合性の検証

【確認箇所】
　平成24年度に購入した左
記の備品確認

【確認結果】
　購入した全ての備品につ
いて、適切に保管・管理され
ている。
　

　今後も、必要性や優先順位、コスト
を考慮して備品の購入を行う必要が
ある。

事業計画
実施内容

整合性の検証 業務改善に向けた分析
（購入実績） （現地確認）

必要に応じ、予算の範囲
内で購入

[スポーツ振興課]
●奥武山弓道場幕一式 147,000円
●刈払機１台 39,900円
●芝刈機１台 75,600円
●弓道場 長机 25,725円×10台
●弓道場 黒板 31,500円×1台
●弓道場 傘立 35,700円×1台
●弓道場 手押運搬車 34,408円×1台
●弓道場 手押運搬車 34,409円×1台
●マイク 31,500円×１本
●マイク 27284円×５本
●マイク 27,285円×１本
●卓球台 152,250円×１台
　　　　　　　　　　　計　1,034,722円

[都市計画・モノレール課]
●エンジンチェンソー 24,150円×１台
●手動式ポンプ（非常時給水キット）
　　120,750×１台
●エンジンポンプ84,000×１台
●連結給水栓215,250×２台
●リヤカー86,100×２台
●ヘッジトリマー31,500円×１台
●ハンディープロアー31,500円2台
　　　　　　　　　　　計　926,100円

　　　　　　合計　1,960,822円

整合性の検証 業務改善に向けた分析

　事業計画・事業報告の
通り実施されている。

　今後も警備と連携を図り、安
全対策に万全を期し、危機管理
意識をもって安全な施設環境の
保持に努める必要がある。

１件150万円未満の修
繕を実施（基本協定書
に基づく）

昼勤２名、夜勤３名
24時間２交代制で常駐警備を実
施
施設内外の巡回点検
来園者の確認
駐車場開閉管理
施設の施錠解錠

年間実績報告書の通り
施設（44件）
公園（17件）

事業計画
（現地確認）（事業報告書）

【確認箇所】
　平成24年度に実施した
小規模修繕44件のうち、
修繕費80万円以上につい
て数箇所確認

【確認結果】
　150万円以下の計器類等
の部品取替えや、アリー
ナ棟内ワイヤーロープ交
換等、施設の不具合箇所
について、適切に修繕が
行われている。
　修繕報告書も適性に受
理されており、修繕前後
の状況について写真に収
めており、適正に整理・
保管されている。

実施内容

事業計画
（現地確認）（事業報告書）

実施内容

【確認箇所】
●奥武山総合運動場入り
口（駐車場守衛室）保
安・警備作業の確認
●施設内施錠開錠箇所の
確認

【確認結果】
　施設内外の巡回、車両
の乗入確認等、24時間２
交代制で警備を実施し、
警備日報の記録も適切に
行われ、整理・保管され
ている。

各施設警備
各施設機械警備
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２．運営業務

(1) 利用実績

１) 利用者数(件数)

①年間利用人数

②施設・区分・時間帯別利用人数

午前

午後

夜間

小計

専用

午前

午後

夜間

小計

専用

午前

午後

夜間

小計

専用

午前

午後

夜間

小計

専用

午前

午後

夜間

小計

専用

会議室等 専用

午前

午後

夜間

小計

専用

午前

午後

夜間

小計

専用

専用

午前

午後

夜間

小計

専用

午前

午後

夜間

小計

専用

個人

専用

専用

個人

専用

専用

専用

専用

個人

専用

104.29%

498,859 570,036 114.27%

112.32%

備考
※ライフル射撃場以外の個人利用者については、午前、午後、夜間に分け時間帯別に示している。
※プールは、時期により開放時間帯が異なる。
※前年度報告人数　715,295名　　　訂正後　→　620,176　名

合　　計

121,317

計 620,176 696,557

2,165 3,989

126,521

111,166 127,540 114.73%

184.25%

奥武山公園 小計 147,715 163,822 110.90%

多目的広場

小計 472,461 532,735 112.76%

34,384 32,293 93.92%

7,739 5,487 70.90%

奥武山総合運動場

121,317 126,521 104.29%

351,144 406,214 115.68%

100.28%

ライフル射撃場
879 1,643 186.92%

70 660 942.86%

庭球場
個人

29,199 30,855

59,840 53,590

21,034 13,338

9,607 9,397

250.47%

1,198 6,640 554.26%

185.16%

3,252 10,931 336.13%

弓道場
個人

747 1,871

1,307 2,420

1,440 5,308

補助競技場 112,546 121,525 107.98%

陸上競技場
個人

45,233 49,190

112.34%

3,844 4,526 117.74%

1,199 1,347

108.75%

42.54%

317.82%

2,112 1,485 70.31%

533 1,694

12,626 5,371

113.59%

5,013 5,851 116.72%

114.42%

8,744 10,113 115.66%

140.40%

15,652 19,213 122.75%

水泳プール
個人

839 953

2,892 3,309

18.18%

192 142 73.96%

65.82%

712 479 67.28%

76 345 453.95%

相撲場
個人

11 2

509 335

349

5,365 5,195

6,422 6,547 101.95%

15,436 15,422 99.91%

19,767 19,498

33,432 42,080 125.87%

トレーニン
グ

ルーム

個人

3,649 3,680 100.85%

121.01%

8,843 9,503 107.46%

錬成道場
個人

3,665 3,757

1,824 2,367

武道館

アリーナ
個人

1,843 2,155

3,220 2,774

3,780 4,574

14,278

498,859 570,036 114.27%

H23

使用人数 使用人数

区　　分 H23 H24

3,426 108.31%

整合性の検証
(計画達成率 ％)

業務改善に向けた分析

利用者数

121,317 126,521 104.29% 　前年度より利用人数が増えており、今後も
気軽に利用できるようなサービスの提供を行
う。
　教室・イベントについて人数的には減少し
ているが、新たな教室も開催されているの
で、案内方法を工夫する必要がある。

3,163

　施設部分については、総合的に約６万人の
利用者の増加が見られる。特に弓道場の利用
が増えているが、23年度において、改築工事
のために閉館していた影響である。
　相撲場の利用人数が減少しているが、特定
の利用者のみの使用が多いので、他のスポー
ツ教室と併せた利用方法を考案するなど工夫
する必要がある。
　公園部分については、総合的に利用者が増
えており、今後も県民が利用しやすい施設の
環境づくりに努める必要がある。

件　　数

個人利用者数

専用利用
利用者数

観　　　　客　　　　数

教室・イベント参加者数

施設名 区分 時間帯

のびのび芝生広場

少年野球場

糸満球技場

368.61%

63.41%

97.81%

105.67%

89.56%

35,395 35,494

120,427 139.08%

102.51%

129.77%

93.67%

98.64%

96.83%

13,374

490

整合性の検証
(計画達成率　％)

1,337 1,118 83.62%

86,586

116.93%

86.15%

262,713 317,124 120.71%

H24
業務改善に向けた分析

116

クライミン
グウォール

個人
387

313

624

816
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２) 施設稼働率

①奥武山総合運動場

使用率 使用日（開放日） 使用率 使用日（開放日）

96.71% 294 (304) 96.35% 290 (301)

92.79% 283 (305) 96.68% 291 (301)

99.34% 299 (301) 97.59% 284 (291)

99.01% 301 (304) 99.34% 299 (301)

100.00% 305 (305) 100.00% 301 (301)

98.34% 296 (301) 100.00% 291 (291)

100.00% 304 (304) 100.00% 301 (301)

100.00% 305 (305) 100.00% 301 (301)

98.67% 296 (300) 100.00% 291 (291)

2.96% 9 (304) 1.00% 3 (301)

15.08% 46 (305) 13.29% 40 (301)

28.33% 85 (300) 26.80% 78 (291)

42.76% 130 (304) 55.81% 168 (301)

58.03% 177 (305) 63.12% 190 (301)

48.17% 145 (301) 60.48% 176 (291)

36.84% 112 (304) 43.85% 132 (301)

47.87% 146 (305) 54.15% 163 (301)

33.55% 101 (301) 48.45% 141 (291)

11.84% 36 (304) 29.24% 88 (301)

12.46% 38 (305) 21.93% 66 (301)

19.33% 58 (300) 22.34% 65 (291)

100.00% 72 (72) 100.00% 65 (65)

99.31% 144 (145) 100.00% 141 (141)

100.00% 101 (101) 100.00% 92 (92)

43.42% 132 (304) 38.54% 116 (301)

60.33% 184 (305) 55.81% 168 (301)

50.66% 153 (302) 53.61% 156 (291)

65.71% 69 (105) 76.06% 197 (259)

80.95% 85 (105) 97.68% 253 (259)

92.23% 95 (103) 90.00% 225 (250)

98.03% 298 (304) 97.67% 294 (301)

98.03% 299 (305) 98.67% 297 (301)

99.34% 299 (301) 99.66% 290 (291)

82.62% 252 (305) 90.70% 273 (301)

３) 教室・イベント等参加者実績

教室 （小学生）
幼児体操、小学生体操、サッ
カー、水泳、剣道、なぎな
た、空手、相撲、少林寺挙法
（大人）
太極拳、バドミントン、テニ
ス、水泳、体幹トレーニング、
クライミング教室、ノルディッ
クウォーキング教室、ビーム
ライフル、着衣泳体験講習
会

【スポーツ教室】（教室数１６）
テニス（昼・夜）、バドミントン
（昼・夜）、水泳（小人・大
人）、幼児・小学生体操、子
ども武道、気功太極拳、その
他新規教室等
（文化教室）
三線教室、フラワーアレンジ
メント、犬のしつけ教室

1,203

イベント 　カヌーフェスティバル 　トリムレース
　体　験　会

10㎞＝19組
30名
体験会＝85
名

ライフル射撃場 109.77%

備考
※　ライフル射撃場以外の個人利用者については、午前、午後、夜間に分け時間帯別に示している。
※　プールは、時期により開放時間帯が異なる。
※ クライミングウォール施設は、錬成道場の中にカウントされている。

内容 事業計画
H23

(人数）
H24

(人数）
整合性の検証

(計画達成率　％)
業務改善に向けた分析

庭球場

99.64%

100.65%

夜　間 100.32%

午　前

弓道場

115.75%

120.67%

97.58%

午　後

午　前

陸上競技場

88.75%

92.52%

105.81%夜　間

午　後

水泳プール

100.00%

100.69%

100.00%

午　前

午　後

130.52%

108.77%

125.55%

研修室

119.03%

113.13%

144.40%夜　間

午　後

午　前

100.00%

100.00%

101.35%

相撲場

33.67%

88.11%

94.60%

午　後

夜　間

午　前

武道館

アリーナ

99.62%
　稼働率としては、ほぼ例年な
みの実績ではある。
研修室・会議室等の座学施設
は、会議での活用用途と制限し
ていたものを、ヨガ教室、余興
の練習等での使用も認めるな
ど、活用の幅を広げたことによ
り稼働率があがっている。今後
も、工夫を凝らした施設の提供
を行う必要がある。

104.19%

98.25%

錬成道場

100.33%

100.00%

101.69%

施設名 時間帯
H23 H24 整合性の検証

(計画達成率　％)
業務改善に向けた分析

1,118 92.93%

　未開催 　トリムレース 0%
　体　 験　会 0%

夜　間

午　前

午　後

午　後

午　前

午　後

夜　間

夜　間

午　前

115.54%

　前年度に比べ受講者数は若干
減っているが、新規教室の開催
に取り組むことができ、施設ア
ピール及び稼働率の向上に繋
がっている。

　県発注による国場川浚渫工事
に伴い開催を見送っている。人
気のあるイベントなので、工事
完了後は開催出来るよう取り組
みを要する。

午　後

夜　間

午　前

夜　間

夜　間

夜　間

午　前

午　後

午　後

246.88%

175.99%

午　前

トレーニン
グ

ルーム

会議室

修養室
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Ⅱ．サービスの質の評価（施設）

〈平均満足度〉　　安心・安全＝82％　　器
具等の整備＝70％　　整理整頓＝84％
安心・安全で整理整頓されおおよそ満足
している。ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ器具については古い
物もある為、更新して欲しい。

〈改善要望〉　　ｱﾘｰﾅ棟の雨漏修繕。ｱﾘｰ
ﾅｽﾎﾟｰﾂｺｰﾄ(ﾙｰﾙ改正による)のﾗｲﾝ引き
直し。ﾃﾆｽｺｰﾄ人工芝生の張替。庭球場
周りの外灯がﾅｲﾀｰﾌﾟﾚｰ時に支障が出ま
す目隠しになるよう考慮願います。

〈平均満足度〉   　満足度＝ 92%
・いつも快く接して頂いているのでありが
たいです親切なので子ども達も助かって
ます（50代女性）
・スタッフの方々は親切なので利用しや
すいです(20代男性)

〈改善要望〉　　　　　　　特になし

〈平均満足度〉　満足度＝85％(レンタル
品等のサービス)　　満足度＝93％(施設
の清掃)

〈改善要望〉　　トレーニング室の器具を
更新して欲しい。更衣室に鍵付きのロッ
カーの設置をして欲しい(女性)。

〈平均満足度〉　　満足度＝86％
施設の借用申請書もHPよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが
可能になり手続きが幾分かし易くなった。
未就学児の無償化も良い。
〈改善要望〉・盆や正月休み（GWも）に開
場してください（60代男性）。シニア料金
の設定も検討して欲しい。弓道場は高す
ぎる・大会、イベント時の駐車場整理員の
輩出をどうにかできないか。

〈平均満足度〉空手＝93％剣道＝95％少
林寺＝94％幼児体操＝96％小学生体操
＝107％ｻｯｶｰ＝76％小学生水泳＝96％
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ＝92％ﾃﾆｽ＝90％成人水泳＝
75％体幹ﾄﾚ＝93％太極拳69％ﾖｶﾞ＝
95％ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ＝87％護身術＝89％健康
運動＝87％ｴｱﾛﾋﾞｸｽ＝100％三線教室
＝97％　犬のしつけ＝98％　ﾌﾗﾜ-ｱﾚﾝｼﾞ
ﾒﾝﾄ103％
〈改善要望〉・ｻｯｶｰ＝梅雨時期、悪天候
で日程の変更が多かった。　空手＝先生
同士の共通した指導方法　剣道＝10回
ではなく継続して指導できませんか。　成
人水泳＝仕事後の教室はもう少し遅めの
ｽﾀｰﾄだと助かります。　三線＝年に2～3
回の開講が好ましい。　犬の躾＝年に1
回は少なすぎる。

〈平均満足度〉　県発注による国場川の浚
渫工事の為、未開催。

〈改善要望〉　　　　　　　特になし

〈平均満足度〉
満足・57％　やや満足・21％
普通・18％　やや不満・3％
不満・1％

運営業務、自主事業に関して
は達成度が高く高評価が望め
る。総合的に適切な対応が出
来ていたと思われます。第三者
評価に基づき県民ニーズに応
えることのできる効率的で効果
的な運営を行う組織を目指しま
す。

基本協定書に基づき、指定管理業務
が適切に実施されている。利用者から
の評価も高く、施設の修繕や維持管理
業務についても早急に対応している。
必要な案件についてはその都度協議
を図り、適切に報告されている。
今後も、県民が安心して利用できる
サービスの提供、施設の管理運営を
図っていく必要がある。

※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・設備管
理

施設の設備について、不具合箇
所を早急に見つけ、修繕を行うな
ど適切に対応している。常に利用
者への安全性に配慮して修繕を
行っている。今後も緊急性、安全
性を考慮した施設整備を行う必要
がある。

前年度、好評であったカヌー
フェスティバル、企画準備を
進めていたが使用する国場
川の浚渫工事により今年度
は断念せざる負えなくなっ
た。人気のあるイベントである
為、次年度も準備開催予定し
ています。

自主事業については、積極的に
スポーツ教室を行っており、新し
い種目も増え、利用者からの評価
も高いのが伺える。今後も利用者
の要望を取り入れながら継続する
ことを要する。

総合評価

教室

運
営
業
務

自
主
事
業

施設・設備 施設内及び館外のトイレに人
感センサー(44器)を取り付け
ることで不必要な電力消費を
抑える取り組みを開始。
修繕を要する施設についても
早急な対応を心がけた。
トレーニングﾞ室の女性利用
客拡大に向け有酸素系マシ
ンの新設や使い勝手の良い
器具等の配置換えも検討中。

業務改善に向けた分析

利用者からの改善要望に対し適
切な対応がなされている。今後も
改善を要するのもについては、迅
速な対応に努める必要がある。

利用条件 施設利用者は２週間前迄に申
請及び利用料の支払いをして
頂いているが、守られず回収で
きない場合がある為、利用料金
支払い等に関して、再度、見直
しをしていく必要がある。
駐車場の管理運営に関しての
課題については、イベント・大
会主催者へ協力依頼を仰ぎな
がら最善策を模索します。

利用者の意見を聞きながら施設
管理を行っており、利用者のニー
ズに応じたサービスの提供を行っ
ている。
今後もニーズの把握に努め、適切
な施設の提供を行う必要がある。

来館されたお客様が気持ち
よく使用できるよう、来館時の
受付対応、接客マナーや電
話対応等の技術向上をより一
層、邁進いたします。

常日頃より点検巡回等を行っ
ており、アリーナ棟の空調設
備の不具合が発生しましたが
常駐設備技術員の応急対応
により、イベントへ支障を最小
限に抑えることができました。
技術員の配置は必要不可欠
と実感しました。

　今後とも、所内における内部勉
強会の開催、外部講習会への積
極的な受講参加を実施し、より一
層の接客サービスの向上に努め
る。また、常に利用者の立場に
立った利用のしやすい、来館した
くなる環境を構築していく必要が
ある。

接客対応

評価項目 第三者（利用者等）評価

イベント
(カヌーフェス
ティバル)

指定管理者
自己評価

維
持
管
理
業
務

人気教室(幼児・小学生体操
教室)の開講曜日を増やし開
講する事ができた。単発では
あるが新規教室(着衣泳体験
教室、エアロビクス体験教
室、健康体操教室、クライミン
グ体験教室、ビームライフル
体験会)の開講ができた。クラ
イミング施設を使用した「クラ
イミング教室」を開講すること
により小学生や親御さんの施
設リピートの拡大に繋がっ
た。ビームライフル射撃の体
験会を行うことでビームライフ
ル射撃やライフル射撃場の
宣伝効果にも繋がった。
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Ⅱ．サービスの質の評価（公園）

〈平均満足度〉
満足・41％　やや満足・34％
普通・16％　やや不満・4％
不満・0％　 無回答・5％
〈改善要望〉
桜の木を増やした方が良い。

〈平均満足度〉
満足・29％　やや満足・11％
普通・32％　やや不満・3％
不満・0％　 無回答・25％

〈改善要望〉
ホームページにプールの情報を
もっと乗せてほしい。

〈平均満足度〉
満足・34％　やや満足・23％
普通・28％　やや不満・5％
不満・2％　 無回答・8％

〈改善要望〉
東屋で特定の人が独占して使用し
ているのを改善してほしい。

〈平均満足度〉
犬のしつけ教室(多目的広場)
100％5名　95％1名　90％1名
80％4名　70％1名
※教室のアンケートは満足度を
パーセンテージで記入となってい
〈改善要望〉
回数を増やしてほしい。
時間が長い気がした。

〈平均満足度〉
満足・35％　やや満足・23％
普通・25％　やや不満・4％
不満・1％　 無回答・12％

事業計画通り業務を遂行
した。
また、利用者からの声も
大事にし、高い満足度が
得られるよう努めていき
たい。

満足度を高めるため、より
接客対応の向上を図る必要
がある。
いつでも快適で、県民に親
しみのある公園づくりに努
める必要がある。

※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。

評価項目 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

事業計画に基づき、維持
管理業務を遂行した。利
用者への要望にも応えら
れる柔軟な対応に心がけ
た。

事業計画に基づく、施設
利用者対応、公園利用者
へのサービスを実施し
た。
職員の接客対応レベルも
向上し、利用者とのコ
ミュニケーションも図れ
た。

維持管理や修繕について年
間の計画が必要。
新設の遊具広場もオープン
し家族連れの利用者も増加
しているので、施設の安全
管理・防犯対策の強化を図
る必要がある。

職員、スタッフの接客マナ
－の向上を図り、丁寧な対
応に努める必要がある。

維
持
管
理
業
務

施設・設備
管理

運
営
業
務

接客対応

事業計画に基づき管理業
務を実施。利用者の安
全・安心に努めた。ま
た、年間を通し各施設の
保守点検などの実施を
行った。

事業計画に基づく自主事
業を展開した。スポー
ツ・武道・文化等など。
毎年開講している、奥武
山カヌーフェスティバル
が河川浚渫工事の為開催
出来なかったが再開を予
定している。

不具合のある施設の設備に
ついては、緊急性と重要性
について計画的に実施し、
公園利用者が安全に利用出
来るよう、巡回強化を図る
必要がある。

今後も公園で実施できる事
業展開を図る必要がある。

自
主
事
業

総合評価

運
営
業
務

施設・設備
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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

（％）

35,890 30,160 36,093 120% 各施設の合計

19,465 18,534

1,436 1,280

379 470

9,907 9,570

325 1,633

1,785 1,733

131 126

200 144

1,452 1,901

252 232

278 284

280 186

222,000 220,500 220,500 100%

4,482 3,000 3,964 132%

1,508 500 1,659 332%

90 60 102 170%

261 280 377 135%

6,175 6,000 4,676 78%

535 600 490 82% 売店の売上等

3,117 100 5,128 5128% 工事などで使用された光熱水費の差戻料

274,058 261,200 272,989 105%

(2) 支出 (単位：千円)

対計画比

（％）

71,334 73,200 68,705 94%

776 1,500 1,048 70%

1,487 1,600 1,441 90%

5 60 13 22%

751 800 921 115% 施設保険(ファシリティーズ)のラックアップ

26,848 14,000 32,133 230%

58,302 60,000 53,610 89% 電気の一本化による電気料の削減

2,632 2,639 5,107 194% 新規施設（クライミング、弓道場）等の消耗品購入のため

4,302 3,940 4,211 107%

10,845 10,150 10,236 101% 本社管理費等

328 200 254 127% 体育施設協会等への負担金

2,759 1,680 1,387 83% 再リースによる削減

90,573 88,262 91,888 104% 再委託先(植栽、清掃業者等)への支払

0 1,000 0 0%

111 96 96 100%

246 400 657 164% 公園パンフレット作成

271,299 259,527 271,707 105%

奥武山教室

レンタル品

販売品

〈業務改善に向けた分析〉

自主事
業収入

合計（Ａ）

合計（Ｂ）

修繕費

雑費(諸経費)

消耗品費

施設の老朽化が進み修繕箇所が多くなっている影響で修繕費が倍以上になっている。指定管理者の修繕費負担がかからないよう、今後も県と指定管理者
が連携を図り、修繕が必要な施設について改善する必要がある。
光熱水費の電気料金については、電気供給配線を一本化することにより、削減している。
今後も、コストのかからない工夫をし、収支のバランスととる必要がある。

〈業務改善に向けた分析〉

支払手数料

負担金

通信費

接待交際費

人件費(社員給与＋人件費)

光熱水費

租税公課

印刷製本費

保険費

備考事業計画 H24 実績

　実績は若干であるが事業計画を上回る結果となっており評価できる。自主事業収入項目の奥武山でのスポーツ教室においては、前年度より減少している
ものの、実績が事業計画をうわまわっているので、今後も自主事業収入及び利用料金収入の拡大に努める必要がある。自主事業及び利用料金の拡大には
減免基準の見直しや指定管理者側での日程の確保を工夫する必要がある。

庭球場

糸満球技場

収入項目

武道館

前年度実績

指定管理料

のびのび芝生広場

少年野球場

委託売上収入

雑収入

備考支出項目

旅費交通費

時間外利用料金

その他

自動販売機収入

事業計画前年度実績

多目的広場

トリムコース

使用料・賃借料

委託料

広告・宣伝費

利用料
金収入

奥武山総合運動場
及び奥武山公園

弓道場

プール

ライフル射撃場

補助競技場

陸上競技場

H24実績
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２．経営分析指標 (単位：千円、％、円)

対計画比

（％）

※経営分析指標の評価の考え方

¥36

2,759

13.2%

26.3%

33.4%

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

人件費／支出

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）(単位：円)

（支出(Ｂ)／利用者数）(単位：円)

利用者あたり自治体負担コスト

1,673

外部委託費合計／支出

1,282

備考事業計画評価指標 前年度実績

利用者あたり管理コスト

（利用料金収入／収入(Ａ)）

事業収支においては、黒字を確保しており評価できる。
利用料金・人件費においては、ほぼ計画通りの支出となっており評価できる。
外部委託比率は33.8％であり、6割以上は指定管理者で行っており、適切に管理運営を行っている。
利用者あたりの管理コスト・自治体負担コストについては、共に負担減となっており評価できる。

11.6%

外部委託費比率

〈業務改善に向けた分析〉
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事業計画の人数は
平成23年度実績(620,176人）
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事業計画の人数は
平成23年度実績(620,176人）

33.8%

Ｈ２４実績

77%
事業収支

（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）(単位：千円)


