
平成25年度第１回沖縄県総合福祉センター指定管理者制度運用委員会概要

（平成24年度指定管理制度モニタリング検証結果）

１．日 時：平成25年８月７日(水）14:00～15:30

２．場 所：沖縄県庁13階第２会議室

３．出席者

（委 員）沖縄県総合福祉センター指定管理者運用制度運用委員会

（委員５名出席）

(進 行) 福祉企画統括監

（事務局）福祉・援護課長 地域福祉班長 担当職員

４．検証対象

沖縄県総合福祉センター指定管理者である沖縄県社会福祉協議会の平成24年度

指定管理状況モニタリング結果の検証

５．検証方法

（１）事務局の現地モニタリング結果の報告

（２）質疑・意見

①社会福祉ライブラリについて

・社会福祉ライブラリの利用件数が26.5％減少している。理由は何か。

→新規利用申請者数は前年度より増えているので、リピーターの減少が理

由と思われる。

・社会福祉ライブラリの書架の充実は図られているが、郵送での貸出や広報の

あり方、蔵書検索の利便性向上を検討すべきではないか。

・福祉関係者の利用が多いと思われるが、センターで行われる高校生の研修の

時にビラ配りを行うなど、将来福祉関係の仕事に就くと思われる若者にもア

ピールが必要である。

②自主事業について

・地域の連絡協議会等で定期的に広報を行っていくと良い。

③駐車場について

・障害者用駐車場が埋まっていることが多く、マークを掲示していない車もよ

く止められている。管理者の方でも適切に管理して欲しい。

・駐車場については、誘導員を配置しても足りない状況だと感じる。道路から

見える駐車場の看板をもっと大きく表示した方が良い。

・沖縄都市モノレールの石嶺駅が開業するので、駅からのシャトルバスの運行

等公共交通機関との連携を検討しても良いのではないか。
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④施設内の案内表示について

・何度か足を運んでいる人はわかるだろうが、初めてセンターを訪れる方が迷

うことが多い。誰にでもわかりやすい案内表示が必要である。

⑤支出について

・指定管理者として委託を受けているが、施設の維持・管理について再委託し

ている割合が大きい。清掃業務については、就労トライアル事業などと連携

し再委託費用を抑えることができるのではないか。

（３）検証結果

モニタリングシートの検証については、おおむね良好とされた。今後は上記意

見等について指定管理者と協議し、施設の効果的運営を図っていくこととした。
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別紙４－Ⅰ

　評価日時：平成２５年６月５日

　対 応 者：嘉陽総務企画部長、金城

Ⅰ．履行確認

１．維持管理業務

２．運営業務

(1) 施設利用実績

① 利用者数

② 開催件数

③ 施設稼働率

資料５

合計 34.0

業務改善に
向けた分析

施設稼働率について、全体的に増加
が見られる。今後とも利用増に向け
て努める。

114.3

147.9

112.6

105.6

58.6 107.4

7.1

38.3

49.5

平成23年度

54.6

整合性の検証
(前年度比％)

116.2

127.5

整合性の検証
(前年度比％)

1989

1919 115.8

日報月報を確認したところ、仕
様書のとおり適正に行われてい
た。４名の清掃員のうち１名は
障がい者の雇用である。

警備日誌等を確認したところ、
仕様書のとおり、適正に行われ
ていた。

会議室

大規模集会等

展示会等

新規購入のプロジェクタが適切
に設置されていた。

備品購入
視聴覚室のプロジェクタが修
理不能となったため購入

　　　　平成平成平成平成24242424年度沖縄県総合福祉年度沖縄県総合福祉年度沖縄県総合福祉年度沖縄県総合福祉センターセンターセンターセンター指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者　　　　モニタリングシートモニタリングシートモニタリングシートモニタリングシート

事業計画

今後も適正な保守点検に
努める。

今後も適正な施設の衛生
維持に努める。

保守点検

業務改善に向けた分析
実施内容

清掃
清掃業務委託仕様書通りに業
務を完了

保安警備

4.8

71.5

平成24年度

67.7

（事業報告書） （現地確認）

修繕箇所の調書を確認したとこ
ろ、適正に執行されていた。

サーバ室空調室外機の修繕工
事等37箇所の小規模修繕を実
施

今後も適正な保安警備に
努める。

築年数の経過に伴い、修
繕箇所の増加が見込まれ
るため、適切に対処して
いく。

小規模修繕

保安警備業務委託仕様書通り
に業務を完了

設備業務報告書等を確認したと
ころ、年間計画書のとおり適正
に行われていた。

施設維持管理業務年間計画書
どおりに業務を完了

68,491

1,692

平成23年度
業務改善に
向けた分析

平成24年度
整合性の検証
(前年度比％)

57,316

5,215

117,209

67,959

平成24年度

70県外主催者

235,618 249,769

55

平成23年度

106.0

108.9

2,070

利用者数

合計

結プラザ

研修室

54,585

今年度も予算を確保し、
必要性が認められる備品
があれば、購入を検討し
ていく。

110.5

会議室の利用者数が前年度に比べ若
干減少しているが、全体的には約
14,000名の利用者増となっており、
前年の課題となっていた大規模集
会、結いプラザ、研修室の稼働率が
上昇したことによるものと考える。
今後もさらなる利用者増に向け、継
続して努める必要がある。

4,790

106,060

展示会等施設

開催件数

4.2

大規模集会等施設

1712

1657

業務改善に
向けた分析

前年度落ち込んでいた県外主催者団
体の利用も平成24年度は増加傾向に
あり、今後とも施設活用のPRを進め
ていきたい。

105.0

99.2

122.3

127.3

会議室

結プラザ 4.8

研修室 38.8

県内主催者

合計
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別紙４－Ⅰ

(2) 施設内運営業務利用実績

(3) 利用者サービス

インターネットシステム
の活用も踏まえた広報も
検討する。

973
社会福祉ライブラリー
（貸出件数）

（現地確認）

平成23年度

事業計画

センターホームページにて
メールアドレスを公開し、問
い合わせや意見聴取に努め
た。

広報

申請書などは紙ベースで適切に
管理している。またセンター
ホームページへの情報掲載につ
いても、申請者に公開の有無を
確認している。

情報管理

（事業報告書）

1323

ホームページやパンフレット配
布方法を確認した。

センター利用申請者情報等
を、専用に構築した受付管理
システムで適正に管理してい
る。

利便性の向上について、
どのように対応できるの
か今後も指定管理者と協
議を行う。

インターネットを活用した予約
システムでは、申請内容（備
品、冷房の利用等）の細かい確
認が難しいとの意見があった。

今後も利用者情報等を適
正に管理していく。

73.5

貸出件数は減少となっているが、新規
利用者数は前年比増となっているた
め、継続して利用できるよう書架の充
実に努め件数向上を検討していく必要
がある。

業務改善に向けた分析

整合性の検証
(前年度比％)

実施内容

平成24年度
業務改善に
向けた分析

センター予約等は、電話対応
が主であり、窓口での対応も
その都度対応を行っている。

受付・接客
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３．自主事業

センター新春懇談
会

事業計画

こいのぼり掲揚式
平成24年4月26日
ゆいプラザにてセンター近隣地域住民、保育園
児、センター入居団体職員等　200名参加

平成25年1月4日
近隣社会福祉施設役職員、センター入居団体職
員
200名参加 ゆいホール

平成24年12月16日：年末年始の対応、意見交換
等

実施内容
業務改善に向けた分析

（事業報告書）

自主訓練 平成24年9月10日
出席者：200人
総合訓練 平成24年9月24日
出席者：200人

○入居団体の意向もふまえながら、自主
事業の検討をおこなう。

○地域住民の活用として、石嶺小学校の
児童らの施設見学の受入を行っている。
また、近隣保育園の散歩のコースとして
中庭の開放を行っている。

県内外の利用者
(観光者等)への貸出
利用者149人（団体含む）:貸出台数352台

高齢者交通安全講習会

車椅子貸出

生活習慣病予防研修会

消防訓練

平成24年12月25日、27日
かりゆし長寿大学、那覇市民生委員児童委員
沖縄県老人クラブ連合会会員

平成24年7月30日
センター入居団体職員　ゆいホール

救急法講習会

入居団体連絡会

平成24年11月27日
センター入居団体職員等　5団体
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別紙４－Ⅱ

Ⅱ．サービスの質の評価

〈アンケート回答結果構成比〉
(1)とても良い　           34.0%
(2)良い　　　　           42.0%
(3)普通　　　　           16.0%
(4)悪い　　　　            1.0%
(5)無回答　　　            7.0%

〈改善要望〉
・渡り廊下に屋根があるとうれしい。
・エレベータを使用する際何階なのか
表示があるとうれしい。

〈アンケート回答結果構成比〉
(1)良い　　　　　       　40.0%
(2)普通　　　　　　       49.0%
(3)あまり良くない　        2.0%
(4)悪い　　　　            0.0%
(5)無回答　　　            8.5%

〈改善要望〉
・利用者に対する「お客さん」としての一色を
もってほしい。「利用させてやっている」とい
う意識でなく、「利用してくれている」という
意識をもってほしい。

〈アンケート回答結果構成比〉
(1)とても充実している　   31.4%
(2)まあまあ充実している   50.3%
(3)もっと充実させてほしい  3.8%
(4)充実していない　　      0.0%
(5)無回答　　　           17.5%

〈改善要望〉
・電源が使いにくい。

〈アンケート回答結果構成比〉
(1)わかりやすい           30.0%
(2)普通　　　　         　57.5%
(3)わかりづらい　　　　   10.0%
(4)無回答　　　　 　　     2.5%

〈改善要望〉
・どのエレベータを使用したらどの部
屋に一番近いか説明がほしい。
・各部屋に現在地の案内がほしい。

〈アンケート回答結果構成比〉
(1)多い　                 17.0%
(2)普通　　　　         　52.5%
(3)少ない　　　　         24.5%
(4)無回答　　　　 　　     6.0%

〈改善要望〉
・駐車場が不便。

〈アンケート回答結果構成比〉
(1)利用しやすかった         45.5%
(2)普通　　　　         　　45.5%
(3)利用しづらかった　　　    0.5%
(4)無回答　　　　 　　       8.5%

「利用しやすい」との評価をいた
だき、今度とも本評価を維持して
いくよう施設管理へ努めていく。

「利用しやすかった」「普
通」が多数となり、一定の
評価を得ていると思われ
る。今後も施設の利用拡大
に向けて指定管理者と連携
していく。

※評価項目及び第三者（利用者等）評価については、利用者アンケートの設問及び回答をもとに設定・掲載した。

駐車場の運用方法も含め、
効果的な整備が可能か今後
も検討する。

施設の供用開始から10年が
経過し、施設の修繕箇所が
増える傾向にあるため、今
後も利用者の安全面や衛生
面の維持に努めたい。

利用者拡大に向け、受付接
客のマナー向上に努めてい
く。

施設の維持管理同様、備品
も耐用年数が経過している
ことから、必要な備品の購
入に努めていく。

指定管理者と協議し、現在
利用者の通行が多い平面駐
車場側に案内板の設置を今
後検討していきたい。

アンケート結果には「多い」「普通」
が半数を超えているが、その理由とし
ては本会駐車場担当者にて事前に駐車
計画の作成、誘導員の手配や詰込駐車
で対応を行っており、利用者及び利用
団体がなるべく負担なく利用できるよ
う事前調整を行っている結果であり、
管理者としては駐車スペースの増設が
必要であるとの見解である。また、調
整以前に駐車場確保が難しく、利用を
自粛せざるを得ない状況もあるため、
新たな駐車スペースの確保に向け沖縄
県とも協議しながら検討を進めたい。
併せて公共交通機関の誘致活動も実施
していきたい。

施設内環境について、約7割の利用
者に「良い」との評価をいただ
き、今後とも維持できるように努
めていく。エレベーターの表示に
ついては、修繕済みである。

窓口対応については、満足してい
るとの声が多数あり、本評価を維
持できるように努めていく。
ただし、一部不快な気持ちを持た
せてしまった利用者がいることも
真摯に受け止め、すべての利用者
に気持ち良く利用していただける
よう、職員の接遇マナーの向上を
目指していく。

多数「充実している」との評価を
いただいているため、今後とも継
続した設備提供に努めていく。
電源設備については、容量により
新規増設は困難のため、延長コー
ドの貸出を行うなどの対応を行っ
ていく。

利用者の意見を参考に、わかりや
すい案内表示の工夫を検討してい
く必要がある。

施設・設備を利用し
た感想について

運
営
業
務

施設内の案内
表示について

駐車場につい
て

施設内（会議
室・研修室）
の設備につい
て

職員の対応・
マナー・説明
について

維
持
管
理
業
務

施設内の環境
について（安
全性・清潔
性・空調等）

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

-6-



別紙４－Ⅲ

Ⅲ．　サービスの安定性評価

１．事業収入

（１）収入 （単位：円） （単位：円）

予算額 決算額 対計画比（％） 備考

収入合計 88,747,000 89,397,810 100.7

1 指定管理料収入 74,111,000 74,111,000 100.0

2 利用料金収入 12,500,000 13,183,945 105.5

3 雑収入 136,000 102,865 75.6

4 繰入金 2,000,000 2,000,000 100.0
（業務改善に向けた分析）

（２）支出

予算額 決算額 対計画比（％） 備考

支出合計 88,747,000 87,814,491 98.9

1 人件費 17,898,000 17,393,242 97.2

 ① 運営費人件費 16,087,000 15,592,981 96.9 時間外手当、職員諸手当の賞与及び住居手当とそれに伴う支出減

 ② 維持管理費人件費 0 0 0.0

 ③ 情報ライブラリー等人件費 1,811,000 1,800,261 99.4

2 運営費 3,958,000 3,806,969 96.2

 ① 報償費 0 0 0.0

 ② 旅費 0 0 0.0

 ③ 食料費 0 0 0.0

 ④ 消耗品費 704,000 655,586 93.1

 ⑤ 燃料代 80,000 71,022 88.8

 ⑥ 印刷製本費 280,000 246,486 88.0

 ⑦ 役務費 721,000 663,599 92.0

 ⑧ 委託料 0 0 0.0

 ⑨ 使用料及び賃借料 863,000 862,416 99.9

 ⑩ 備品購入費 310,000 307,860 99.3

 ⑪ その他 1,000,000 1,000,000 100.0 県社協事務費への繰入

3 維持管理費 38,123,000 37,925,970 99.5

 ① 委託料 38,123,000 37,925,970 99.5
保安警備：5,544,000円　清掃業務：14,647,500円　建築設備業務：15,220,800円
塵芥処理業務：1,092,000円 　その他：1,421,670円

 ② その他 0 0 0.0

 ① 図書購入費 310,000 301,043 97.1

 ② 消耗品費 20,000 20,000 100.0

 ③ 委託料 131,000 89,570 68.4

 ④ 備品購入費 60,000 58,800 98.0

 ⑤ その他 0 0 0.0

5 光熱水費 23,759,000 23,758,401 100.0

 ① 電気 18,592,700 18,592,668 100.0

 ② ガス 3,624,300 3,624,113 100.0

 ③ 水道 1,542,000 1,541,620 100.0

6 修繕費 2,920,000 2,918,101 99.9 37ヶ所の修繕を実施

7 公租公課 1,540,000 1,519,913 98.7

8 自主企画事業費 28,000 22,482 80.3

 ① 食料費 0 0 0.0

 ② 消耗品費 8,000 5,178 64.7

 ③ その他 20,000 17,304 86.5
（業務改善に向けた分析）

収入項目

支出項目

○施設の維持管理に係る支出については、関係資料等を確認したところ、適正に執行されており、施設の安全性や利用者の
利便性が確保されていると思われる。

4 469,413 90.1社会福祉ライブラリー事業費 521,000
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別紙４－Ⅲ　

　２．経営分析指標 単位：円

対計画比

（％）

　業務改善に向けた分析

人件費比率
20.17%

（利用料金収入／収入(Ａ)）

利用料金比率

14.08%

（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）

外部委託費比率
42.96%

377

利用料収入実績
H23：12,395千円
H24：13,183千円

1,583,3190

事業計画

事業収支

備考

事業計画では「事業収
支」は差し引きゼロで計
画されているため。

（外部委託費合計／支出(Ｂ)）

104.7

実績

14.75%

100.5

（人件費／支出(Ｂ)）
19.81%

評価指標

　
  事業収支の実績を見た場合、利用料金収入は伸びているが繰入金も含めた収入により剰余がでて
いる。単年度の収支では416,681円の不足であり、効率的な業務運営が必要と思われます。主な収入
は指定管理料と利用料金収入であり、今後は修繕箇所の増加が見込まれることから、県としても必
要な支出は確実に実施しつつ、さらなる効果的なセンター運営のため、利用者増による利用料金収
入増を指定管理者と図っていきたいと思います。県としても公共交通機関との連携促進など、利便
性の向上に努めていきます。

93.2
事業計画では「利用者
数」の数値がないため、
「前年度の利用者数」を
事業計画の利用者数とし
て計算した(H23年度
235,684人）。

（支出(Ｂ)／利用者数）

利用者あたり自治体負担コスト（円）
314

利用者あたり管理コスト（円）

（指定管理料／利用者数）

98.2

43.19%

297 94.3

352

-8-


