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指標 指標値
交付金 県支出金 一般財源

国・県支出金

一般財源

評価

評価理由 今後の方向性(考え方)

①設備投資額

240,000千円 2,580,662千円

②新規雇用従業員数

2人 15人

①武漢市での経済交流

　 支援企業数

60社 35社

②武漢市企業との商談社

数

30社 22社

①市における全求人数

　 に占める正社員の

　 求人割合

50％ 47.1％

②中小製造業設備投資

　 補助事業申請件数

15件 9件

③中小企業販路拡大

　　応援事業申請件数

15件 2件

①自主研修開催企業数

10社 8社

②スキルアップ従業員数

30人 170人

①出店件数

5件 4件

②イベント件数

12件 34件

③外部専門家派遣件数

10件 6件

番

号

事 務 事 業 名

（所管課）

事 業 概 要

本事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ）

（目標年月：H28年3月）

実績値

（H28年3月）

H27年度決算額（千円） H28年度予算額（千円）

内部行政評価結果

326,503

外部行政評価委員会意見

事業費

財 源 内 訳

事業費

財 源 内 訳

　27年度は、立地企業4社による設備投資額

2,580,662千円、新規雇用従業員数15人の実

績が上がっており、地域経済の活性化に大

きく貢献したものと考える。

　なお、ＫＰＩの目標値に対しての実績値は、

左記の実績値のうち、立地企業1社による設

備投資額236,318千円、新規雇用従業員数4

人となった。

　企業誘致に関する都市間競争が激化する

中、本市の特性や優位性を活かした企業誘

致活動を展開していくことが効果的であり、

引き続き、既存の補助制度の拡充や本社機

能の誘致をさらに促進する取組が求められ

る。

　併せて、立地の可能性が高い企業の抽出

を行うなど、より効率的・効果的な企業誘致

活動に取り組んでいく必要がある。

1

11

1

企業立地推進事業

企業立地推進事業企業立地推進事業

企業立地推進事業

（創業経営支援課）

　企業の設備投資や新規

雇用に対して助成する。

336,531 10,028 0

8,126 3,394

　企業誘致を図る上で、助成金制度の活用は有効

な手法と考えるが、誘致後において、立地企業が

しっかり地元に根付き、地場企業との取引発展や

地域雇用の拡大につなげていくことが重要であり、

立地企業に対しては、そのためのフォローアップを

継続的に行っていく必要がある。

　企業誘致活動が単に誘致のためのサービス競争

とならないよう、企業側への支援に対して、もたらさ

れる雇用機会の創出や税収増等の効果が合理的

なものであるかを見極める視点が重要と考えること

から、助成要件についても継続的に見直しを検討し

ていく必要がある。

940,305 0 940,305

Ａ

ＡＡ

Ａ

　人口減少社会を迎え、国内市場の縮小が

懸念される中、海外市場への販路拡大は中

小企業が活路を見出すうえで重要な手段の

一つである。

　こうした中、本事業の実施主体である「おお

いた産品等海外ビジネス促進協議会」から

は、武漢市をマーケットとした販路拡大に大

きな期待が寄せられており、また、武漢市に

おいても保税区が設けられるなど、積極的に

国外からの投資を促す動きがみられること

から、引き続き大分県やジェトロ大分、武漢

市政府等との連携を図る中で、成果を導き

出すサポートを行っていく必要がある。

　販路開拓を目指す企業に対するサポートは必要

であるが、サポートによってどのような成果が得ら

れたかが重要であり、サポートを受けた企業のその

後の経過を追跡することで、サポート上の課題や改

善点が見え、より効果的なサポートにつながるもの

と考えられることから、サポート後の詳細な成果等

について可能な限り把握していく必要がある。

　より成果を重視した取組となるよう、大分県やジェ

トロとの連携を深める中でサポートに必要なノウハ

ウ等を蓄積するとともに、業種に応じた戦略的なサ

ポートや武漢市以外の市場についてもターゲットを

広げることが有効と考える。

0 4,732 8,419 0 8,419

3

33

3

中小企業総合支援事業

中小企業総合支援事業中小企業総合支援事業

中小企業総合支援事業

（商工労政課）

　中小企業に対して設備

更新や販路拡大、人材育

成などの補助を実施する

ことで、地域産業の競争

力、経営基盤の強化を図

るとともに、地域経済の活

性化へつなげる。

13,038 13,038

　本事業は、武漢市との長年の友好交流で

培った信頼関係を活かす本市独自の取組で

あるが、国レベルの関係が武漢市側企業の

動機付け等に影響を与えたり、通関等に係

る知識やノウハウの不足などにより、十分に

事業効果を発揮できていない側面もある。

　現状では、海外への販路開拓を目指す中

小企業のニーズに応えるための十分なサ

ポート体制が構築されているとは言い難いと

思われる。

Ｄ

ＤＤ

Ｄ

2

22

2

友好都市間交流

友好都市間交流友好都市間交流

友好都市間交流

ビジネスチャンス創出事業

ビジネスチャンス創出事業ビジネスチャンス創出事業

ビジネスチャンス創出事業

（創業経営支援課）

　友好都市である中国武

漢市での販路開拓を希望

する市内中小企業者等に

対する支援を行うことによ

り、地元企業の販売力強

化を促進する。

　新規学卒者の３年以内の離職率が高くなってお

り、離職率を下げる観点からも、フレッシュマンの育

成に対する支援が非常に重要と考える。

　既存の補助制度の活用を促すための広報は大切

であるが、一方で企業側が求める支援内容も逐次

変化していくと思われることから、そうしたニーズへ

の即応性が求められる。

0 0 68,325 0 68,325

Ｄ

ＤＤ

Ｄ

769 377

　本事業は、中小企業の経営基盤等の強化

を図るうえで効果的な支援と考えられるが、

27年度の実績は、新規事業ということもあ

り、周知不足が否めず、十分な成果が得ら

れなかった。

　企業の潜在的なニーズは高いと思われる

ことから、周知方法の工夫が求められる。

　28年度（9月1日現在）の実施状況（申請件

数等）は、次のとおりである。

①「中小企業人材育成支援事業」／28年度

から補助条件等の見直しにより、延べ61件

（168人）と大きく伸びてきた。　※27年度は4

件（9人）

②「中小製造業設備投資補助事業」／金融

機関を通じての周知広報活動等により、14

件と伸びが見られる。

③「中小企業販路拡大応援事業」／12件（予

定5件を含む）と大きく伸びてきた。

　以上のように、制度の周知が進んだことに

より活用が図られてきたが、より幅広く活用

していただけるよう、今後とも企業側のニー

ズ把握や制度の充実に努める必要がある。

　中小企業がより利用しやすい制度となるよ

う、28年4月に支援内容の一部見直しを行っ

た結果、28年9月末時点での利用件数は6企

業、受講（予定）者数は207人と伸びが見ら

れる。

　今後も、中小企業の自主研修実施を促し、

より多くの従業員のスキルアップにつなげて

いただくために、企業側のニーズ把握に努

め、制度の充実を図っていく必要がある。

　自主研修開催企業数を増やすことで、必然的にス

キルアップ従業員数も増加すると思われることか

ら、中小企業の自主研修開催を促す視点を重視し

た目標設定が求められる。

　自主研修開催企業数を増やすためには、常に企

業側のニーズ把握に努め、それに沿った制度として

いく必要があると考える。

0 392 1,000 0 1,000

5

55

5

商都復活支援事業

商都復活支援事業商都復活支援事業

商都復活支援事業

（商工労政課）

　中心市街地の商店街等

において、空き店舗への

出店やイベント開催に係る

経費等に対し補助するこ

とで中心市街地の活性化

を図る。

56,100 37,445

　本事業による補助制度を利用してCAD

※

等

の専門性の高い研修を実施する企業も見ら

れるなど、従業員のスキルアップに幅広く活

用されており、中小企業の体質強化等に一

定の効果があったものと考える。

　※《computer-aided design》コンピューター

を利用して行う機械や構造物の設計・製図。

Ｂ

ＢＢ

Ｂ

4

44

4

中小企業パワーアップ事業

中小企業パワーアップ事業中小企業パワーアップ事業

中小企業パワーアップ事業

（創業経営支援課）

　中小企業の行う自主研

修開催費を補助し、中小

企業の競争力・体質強化

を図る。

0 18,655 70,000 0 70,000

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

　本事業は中心市街地の活性化に必要な事

業であるが、補助メニューによっては活用度

が低く、十分に効果を発揮できていない面が

ある。一方で、幅広く活用されている「イベン

ト開催事業」では高い集客力を生むなど、事

業全体としては中心市街地の活性化に一定

の効果があったものと考える。

　JRおおいたシティや大分県立美術館の

オープンなどにより、中心市街地における交

流人口や商業環境が大きく変化する中、全

体のバランスがとれた活性化を図っていく視

点が重要である。

　また、これまでの実績を踏まえる中で、来

街者や事業者のニーズに即した補助メ

ニューへの見直しや、より活性化への貢献

度が高い新たな取組についても検討する必

要がある。

　「イベント開催事業」については、実施後にイベン

トごとの集客数の分析や、実施主体へのアンケート

などを通じて実績の裏側にある課題やニーズの把

握を行うことで、より効果的な支援につながるものと

考える。また、「トイレ整備事業」については、中心

市街地への来街者の利便性向上を目的としている

ことから、整備後の周知方法にも工夫が求められ

る。

　県内市町村との連携事業については、多彩な連

携により地域の魅力に磨きをかけることはもとより、

県都大分市として、各市町村の活性化に向けた取

組を牽引し、相乗効果を生み出すことが期待される

ことから、積極的な推進が求められる。
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指標 指標値
交付金 県支出金 一般財源

国・県支出金

一般財源

評価

評価理由 今後の方向性(考え方)

番

号

事 務 事 業 名

（所管課）

事 業 概 要

本事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ）

（目標年月：H28年3月）

実績値

（H28年3月）

H27年度決算額（千円） H28年度予算額（千円）

内部行政評価結果

外部行政評価委員会意見

事業費

財 源 内 訳

事業費

財 源 内 訳

①新商品開発数

5品目 5品目

②販路拡大商品数

10品目 17品目

①イベント参加者数

1,200人 1,443人

②高崎山森林セラピー

　 ロード利用者数

3,300人 4,233人

①大友プロモーション

　 応援事業補助件数

6件 6件

②集客数

60,000人 53,800人

　地産地消の取組は着実に成果をあげているが、

生産者や消費者に対して上手く周知を図ることで、

より効果的な推進が図られると考える。

　地元農林水産物の消費拡大を図る上で、直売所

に出荷する農家等を育成していくという視点は、地

産地消活動の継続性を高める重要なポイントであ

り、取組の拡充が必要と考える。

　地域資源を活用した魅力的な事業であるが、事業

の中身を見ると、例えば、健康づくりの面で福祉保

健部と、また、社会教育や生涯学習の面では教育

部とも関連性があることから、庁内で横断的な連携

を深めることにより、幅広い相乗効果が期待できる

ものと考える。

　セラピーロードの維持管理に関して、利用者の視

点に立った適切な管理と情報発信が必要であり、

市の管轄外の場所においても、地元や関係機関と

連携を図る中で可能な限り良好な状態を保つととも

に、ルート表示板の設置などについても利用者の

利便性と安全の確保をより高めていく努力が求めら

れる。

　大友宗麟を市民の誇りとして確立していくことに関

しては、賛否両論があると思われるが、観光振興の

手法として市のシンボルに掲げ、新たな観光素材と

して活用する価値は高いと考えられることから、こ

の取組により雇用とにぎわいが創出されるよう戦略

的に推進していくことが望まれる。

　大友宗麟の人物像についての認知度を向上させ

ていくためには、これまでのプロモーション活動の

成果検証を踏まえ、より幅広く浸透させるための対

策を講じる必要がある。

　真に子育て支援を必要としている世帯に対して、

確実に支援が行き届くよう、子育て支援サービスの

さらなる周知拡大に向けた工夫が求められる。ま

た、支援対象者による情報収集が困難なケースも

考慮し、思いやりのあるきめ細やかな情報発信に

努める必要がある。

　現状のクーポン利用率が非常に低いことを踏ま

え、確実な利用により、子育て世帯の経済的負担

等の軽減につながるよう、対象サービスの拡大につ

いて検討する必要がある。

2,898

6

66

6

地産地消推進事業

地産地消推進事業地産地消推進事業

地産地消推進事業

（農政課）

　地元農林水産物の消費

拡大を図ることで、地域に

おける農林水産業の活性

化及び食料自給率を高め

ることを目的に、農産物直

売所の施設整備や加工機

器等の導入等に対して補

助する。

直売所・直売コーナーの

販売金額

22.7億円 2,898

Ａ

ＡＡ

Ａ

　直売所・直販コーナーにおける販売額が

年々増加傾向にあることから、本事業による

地産地消の取組が着実に実を結び、地元農

林水産物の消費拡大と生産者の所得向上、

さらには地域の活性化に高い効果をもたらし

ているものと考える。

　消費者の食の安全・安心に対する関心の

高まりを背景に、消費者のニーズに応える観

点から地産地消を推進することで、より円滑

に地域における農林水産業の活性化が図ら

れ、ひいては耕作放棄地の解消や食料自給

率の向上が図られるものと考える。

　今後は、既存の支援メニューによる生産能

力の向上に加え、消費者に対する情報発信

の充実やニーズの把握が必要となる。また、

さらなる地元農林水産物の消費拡大に向

け、直販所に出荷する農家等を育成していく

取組についても検討が必要である。

26.1億円 4,931 1,886 0 3,045

7

77

7

「おおいたの幸」ブランド化

「おおいたの幸」ブランド化「おおいたの幸」ブランド化

「おおいたの幸」ブランド化

支援事業

支援事業支援事業

支援事業

（農政課）

　大分市の農林水産物を

活用した新商品の研究開

発や販路拡大を支援する

ことで、地域産業の活性

化を図る。

3,907 3,771 0 136

0

　「地産地消推進事業」や「友好都市間交流ビジネ

スチャンス創出事業」などの他事業とも、商品のＰＲ

や販路拡大等の事業内容が共通する部分におい

て連携を深めることで、相乗効果が期待できるもの

と考える。

　新商品の開発や販路拡大等の支援を行う上で、

大分県や県内市町村との連携を深めることで、ブラ

ンド化に向けたより効果的なＰＲにつながるものと

考える。

8

88

8

森林セラピー魅力創出事業

森林セラピー魅力創出事業森林セラピー魅力創出事業

森林セラピー魅力創出事業

（林業水産課）

　森林セラピーを活用した

健康づくりや地域振興、新

たな観光資源の開発を図

ることを目的として、森林

セラピーロードの整備やセ

ラピープログラム等の各種

イベントを開催する。

26,830 18,856

3,900 0

7,974 23,055 0 23,055

Ａ

ＡＡ

Ａ

3,900

Ａ

ＡＡ

Ａ

　本事業の支援メニューを活用して、意欲的

に新商品の開発や商品の販路拡大が図ら

れており、また、商品販売額も大きく伸びて

きていることから、地域資源の活用及び地域

産業の活性化に高い効果をもたらしているも

のと考える。

　本事業を通じて、本市の地域資源を活用し

た特色ある商品が数多く生み出されてきた

が、これらの商品をブランド化するまでの道

程は決して容易ではないため、商品開発か

ら販路開拓、ブランド化までの一連のプロセ

スをサポートする体制づくりが求められる。

　また、より効率的に推進していくためには、

情報発信の充実を図るとともに、ブランド認

証制度の導入や民間の農商工業者が連携

して6次産業化の取組を推進できる組織の

設置なども検討していく必要がある。

　セラピーイベントへの参加を通じてリピー

ターが生まれるなど利用者が増えており、順

調に森林セラピーの活用が図られている。そ

うした中、地域が主体性をもって森林セラ

ピーロードの活用を図ろうとする展開も一部

に見られることから、地域づくりの新たなツー

ルとして地域振興に寄与することが期待され

る。

　森林セラピーロードを活用した地域づくりの

成功事例をモデルに、他の地域においても

住民が積極的に森林セラピーロードを活用

することにより地域振興に結び付けていける

ような側面支援を継続していく必要がある。

　また、観光資源として発展させていくため

には、市内外に向けた情報発信や話題作り

が効果的であり、SNS（ソーシャル・ネット

ワーキング・サービス）を活用するなど、戦略

的にPRしていく必要がある。
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大友プロモーション事業

大友プロモーション事業大友プロモーション事業

大友プロモーション事業

（観光課）

　本市の独自性を打ち出

し、観光素材として、「大友

宗麟」と「南蛮文化発祥都

市おおいた」を全国に発信

する。

14,552

0

5,657 0 8,895 9,283 0 9,283

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

　本事業を通じて、市民レベルで大友宗麟を

盛り上げ、新たな観光素材として活用してい

こうとする土壌が形成されたこと、そして、そ

れを市内外に向けてPRできたという点は評

価できる。

　また、関連イベントによる集客効果により、

まちなかの賑わい創出においても一定の効

果があったものと考える。

　依然として大友宗麟の人物像についての

認知度が高いとは言えず、また、プロモー

ション活動の範囲も一部の愛好家の域を脱

しきれていない面もあることから、観光素材

としての大友宗麟を確立していくためには、

引き続き、地道に市民意識の醸成を図ること

はもとより、宗麟公まつり等のイベントを通し

て、市民や関係団体と連携したプロモーショ

ンを展開する必要がある。

167,367
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おおいた子育て

おおいた子育ておおいた子育て

おおいた子育て

ほっとクーポン事業

ほっとクーポン事業ほっとクーポン事業

ほっとクーポン事業

（子育て支援課）

　子育てサービスの利用

を通じて子育て世帯の精

神的・身体的・経済的負担

の軽減を図るとともに子育

て支援サービスの周知を

行うことで、安心して産み・

育てることのできる環境づ

くりを推進する。

①子育て支援サービスを

知っていると答えた人

の割合

70.0％ 24,117

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

　KPIの目標値には届かなかったものの、本

事業による「おおいた子育てほっとクーポン

及びクーポン・プラス＋」の交付率は対象者

の90％を超えており、子育て世帯の負担軽

減及び子育て支援サービスの周知に関して

一定の効果があったものと考える。

　クーポンに概ね3年間の有効期限が設けら

れており、現状の利用率がかなり低くなって

いることから、引き続き本事業を実施する

中、子育て世帯の負担軽減とともに、子育て

支援サービスの周知拡大と利用の促進を

図っていく必要がある。併せて、対象サービ

スの拡大等も検討する必要がある。

65.1％ 125,879 8,297 115,303 2,279
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移住者居住支援事業

移住者居住支援事業移住者居住支援事業

移住者居住支援事業

（住宅課）

　大分県外から大分市内

への転入を促進し、人口

減少の緩和、地域経済の

活性化を図るため、県外

からの転入者が市内に住

宅を新築または市内の空

き家を購入する際に係る

経費の一部を補助する。

①移住決定世帯数

18世帯 6世帯 7,783

143,250

3,892 3,891 0 24,798 12,000 12,798

　移住施策を効果的に推進していく上で、潜在的な

移住希望者の把握はもとより、本事業による補助制

度の積極的なＰＲに合わせて、各部局が連携する

中、移住希望者が求める生活関連情報等について

も情報提供する必要がある。

　移住希望者がより利用しやすい制度となるよう、

ニーズの把握に努める中で補助要件の緩和などの

見直しを検討する必要がある。

Ｅ

ＥＥ

Ｅ

　実績が予想に反して低いものとなった理由

としては、事業の周知不足に加え、補助金交

付申請の受付期間が短期間（27年6月1日か

ら28年1月31日までの8カ月間）であったこと

が要因の一つと考えられる。

　よって、移住希望者のニーズに即した申請

受付期間の設定や、補助制度のPR方法等

の改善が求められる。

　移住希望者がより利用しやすい制度となる

よう申請受付期間の見直しを行うとともに、

補助制度の活用促進に向け、移住フェア等

でのPR活動を強化する必要がある。

2222



２　指定管理者制度導入施設評価２　指定管理者制度導入施設評価２　指定管理者制度導入施設評価２　指定管理者制度導入施設評価

サービスの向上等 利用者数

管理運営経費の削減額

（直営時との比較）

評価 意見

1

大分市丹生温泉

施設

　　（17年度）

（社福）大分市福祉会 公　募

Ｈ27．4．1

～

Ｈ30．3．31

（3年間）

開館時間：12：00～21：00

休館日：毎月第2水曜日（祝日の場合は変更あり）

≪主な取組≫

●17年5月のオープン当初から接客研修を行い、サービスの向上に努めている

●12月31日のみ入浴時間を延長し、22時までとした

≪自主事業≫

●敬老の日の週（27年度は9/14～9/18）を70歳以上の方に無料開放した

412人

●月刊シティ情報おおいた1月号に掲載したクーポン券で入浴料を100円とした

613人

●「お湯マジ！22inおんせん県おおいた」期間中（11/9～3/31）対象者（22歳）に

全額免除　69人

（制度導入1年目）

 17年度： 39,169人

 25年度： 35,788人

 26年度： 40,256人

 27年度： 44,498人

（17年度比　5,329人増）

指定管理料

４，０００千円

（27年度）

※当初から指定管

理者制度を導入

導入1年目指定

管理料

４，１６６千円

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

期待した成果が上

がっており、適正

な管理運営がなさ

れている

　利用者の増加に向けて、おんせん県おおいたの情報誌や民

間の月刊誌への掲載など、広報機会の積極的な活用を行っ

た。また、自主事業として、敬老の日の週に70歳以上の市民を

対象とした無料開放や、新たに22歳の若者を対象に期間限定

で入浴無料のイベントを行うなどにより、利用者は前年度より

増加した。

　今後も、利用者アンケートを通じてニーズを把握し、きめ細か

い対応をしていくことが望まれる。

外部行政評価委員会　意見

【全施設】

　施設の維持管理に関しては、利用者が安

心して施設を利用できるよう、指定管理者

による適正な管理運営を図っていく必要が

ある。また、今後は施設や設備の老朽化対

策が課題となってくることから、市が行う施

設の大規模修繕や更新等に係る多額の財

政負担を考慮する中で、利用者ニーズに

照らし合わせながら施設のあり方を長期的

に考えていくことが重要である。

　さらに、市民の防災意識が高まる中、公

の施設を管理する指定管理者として、災害

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ．期待を大きく上回る成果が上がっており、適正な管理運営がなされている　　　Ｂ．期待を上回る成果が上がっており、適正な管理運営がなされている　 　Ｃ．期待した成果が上がっており、適正な管理運営がなされている

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ．期待を下回る成果となっており、管理運営の改善が必要である　　　　　　　　　  Ｅ．期待を大きく下回る成果となっており、管理運営の大幅な見直しが必要である

番号

施設の名称

（導入年度）

指定管理者の名称等 選定方法 指定期間

制度導入による効果 （導入前直近年度との比較） 内部評価

2

大分市多世代

交流プラザ

　　（18年度）

（社福）大分市社会福祉

協議会

任意指定

Ｈ27．4．1

～

Ｈ30．3．31

（3年間）

開館時間：9：00～17：00（事前予約時のみ21：00）

休館日：12/28～1/4、日・祝日（事前予約時のみ9：00～17：00）

≪主な取組≫

●開館時間を17：00から21：00に延長（事前予約分のみ）

●日曜・祝日を9：00から17：00まで開館（事前予約分のみ）

《自主事業》

●親子クッキング教室（3回実施）　36人

●盲導犬体験事業　33人

●野津原っ子まつり　200人

●スカットボール大会（4回開催）　618人

●ホットアロマ教室（6回開催）　138人　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

(制度導入前)

 17年度： 7,208人

（制度導入後）

 25年度： 9,159人

 26年度： 8,811人

 27年度： 8,384人

（17年度比　1,176人増）

 ２，１５１千円

 (27年度）

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

期待した成果が上

がっており、適正

な管理運営がなさ

れている

　「親子クッキング教室」や「スカットボール大会」など幅広い年

齢層に向けた自主事業を企画し、施設の利用促進を図ってい

る。しかしながら、施設利用者は制度導入以前と比べると増加

しているものの、ここ3年は減少傾向にあることから、利用者増

加に向けたさらに効果的な自主事業の実施や積極的な広報と

いった取組が期待される。

大分市活き活き

Ｈ27．4．1

開館時間：9：00～17：00（事前予約時のみ21：00）

休館日：12/28～1/4、日・祝日（事前予約時のみ9：00～17：00）

≪主な取組≫

●開館時間を17：00から21：00に延長（事前予約分のみ）

 (制度導入前)

17年度： 4,068人

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

　自主事業として、中学生を対象とした高齢者疑似体験とボラ

ンティア活動を通じた交流事業や、高齢者と幼稚園児の交流

の場としてふれあい作品発表交流会を実施するなど、地域福

の施設を管理する指定管理者として、災害

発生時における迅速かつ適切な対応な

ど、防災対策のより一層の充実が求められ

る。

　なお、指定管理者の職員が起こした不祥

事を踏まえ、再発防止を図るため、指定管

理者には管理運営体制の再点検が、ま

た、市には指定管理者に対する指導・監督

の徹底が求められる。

3

大分市活き活き

プラザ潮騒

　　（18年度）

（社福）大分市社会福祉

協議会

任意指定

Ｈ27．4．1

～

Ｈ30．3．31

（3年間）

●日曜・祝日を9：00から17：00まで開館（事前予約分のみ）

《自主事業》

●サロン指導者ゲーム講習会（2回）　59人

●中学生の高齢者模擬体験・ボランティア交流会（2回）　45人

●スカットボール大会（6回）　337人

●ふれあい作品発表交流会（2回）　122人

●よっといで・遊びの学校事業　60人　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

（制度導入後）

 25年度： 5,669人

 26年度： 5,900人

 27年度： 6,235人

（17年度比　2,167人増）

△１３２千円

（27年度）

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

期待した成果が上

がっており、適正

な管理運営がなさ

れている

の場としてふれあい作品発表交流会を実施するなど、地域福

祉に貢献する事業を行っている。また施設利用を通じて地域

住民の交流などが図られ、利用者数も26年度、27年度と増加

しており、佐賀関地区の地域福祉の場として有効に活用され

ている。

33333333



サービスの向上等 利用者数

管理運営経費の削減額

（直営時との比較）

評価 意見

外部行政評価委員会　意見

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ．期待を大きく上回る成果が上がっており、適正な管理運営がなされている　　　Ｂ．期待を上回る成果が上がっており、適正な管理運営がなされている　 　Ｃ．期待した成果が上がっており、適正な管理運営がなされている

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ．期待を下回る成果となっており、管理運営の改善が必要である　　　　　　　　　  Ｅ．期待を大きく下回る成果となっており、管理運営の大幅な見直しが必要である

番号

施設の名称

（導入年度）

指定管理者の名称等 選定方法 指定期間

制度導入による効果 （導入前直近年度との比較） 内部評価

4

平和市民公園

能楽堂

　　（19年度）

㈱テイクファイブ・㈱メンテ

ナンス共同企業体

公　募

Ｈ25．4．1

～

Ｈ28．3．31

（3年間）

開館時間：9：00～21：30（夜間利用がない場合は18：00閉館）

休館日：毎週月曜日（月曜日が休日の場合にはその翌日）、12/28～1/3

≪主な取組≫

●イベント等で特典を受けられる「能楽堂友の会」会員を募集

●「能楽堂新聞」を毎月発行するなど、イベント等の周知を図った

≪自主事業≫

●大友宗麟が愛でた能「翁」　600人　（「宝のまち・豊後FUNAI芸術祭」）

●出張能楽教室　701人

●能楽堂　桜茶会　500人

●栗林伸幸写真展タイムスリップオオイタ　1,919人

●Ars Scola Vol.9　730人

●能装束・能面展　1,117人

●能楽の祭典　350人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

（直営時）

 18年度： 23,501人

（制度導入後）

 25年度： 35,637人

 26年度： 36,813人

 27年度： 36,369人

（18年度比12,868人増）

４，９１８千円

 （27年度）

Ｂ

ＢＢ

Ｂ

期待を上回る成果

が上がっており、

適正な管理運営が

なされている

　27年度は新たな自主事業として、ホルトホール大分やコンパ

ルホールと連携し、大友宗麟や南蛮文化をテーマにした文化・

芸術イベント「宝のまち・豊後FUNAI芸術祭」を開催し、相互の

集客につなげるとともに利用者の獲得に取り組んだ。

　今後も、施設の効用を高めるため、新たな能楽人口の掘り起

こしはもとより、利用者を引き付ける一層の工夫が期待され

る。

【平和市民公園能楽堂】【アートプラザ】【コ

ンパルホール】【ホルトホール大分】

　それぞれが特色を持った施設であること

から、４施設が連携した取組を行うことで相

乗効果が期待できるものと考える。

　また、そうした取組に当たっては、指定管

理者である民間事業者等のアイデアやノウ

ハウが十分に生かされやすい体制づくりが

求められる。

　なお、施設の利用者数に関しては、イベ

ントの導線など様々な要因の影響を受ける

部分があるが、今後は観光やまちづくりな

ど横軸の連携強化も必要と考える。

【ホルトホール大分】

　多機能を備え持つ複合施設であり、指定

管理業務が複数の所管課にまたがること

から、評価を行う際には、各所管課が指定

管理者の業務実施状況を適宜確認した上

で、総合的に勘案したものを全体の評価と

する必要がある。

（直営時）

18年度： 138,162人

（制度導入後）

 25年度： 171,054人

 26年度： 212,806人

 27年度： 172,483人

(18年度比  34,321人増)

５，８７３千円

(27年度）

Ｂ

ＢＢ

Ｂ

期待を上回る成果

が上がっており、

適正な管理運営が

なされている

　27年度は、大分発の現代アートを広めるため、大分県外の

施設と初めて連携事業（栃木県小山市での作品展示）を実施

し、また、大分空港とのタイアップ企画（ワークショップ、作品展

示等）を行うなど、新しいアウトリーチ活動による自主事業の充

実を図った。

　前年度と比較して利用者数は減少しているが、この要因は前

年度の自主企画が想定以上の好評を博したためであり、27年

度も多様な自主事業を実施している。また、利用者アンケート

の結果では、利用の感想について「大変良い」「良い」の割合

が９０％を超えていることから、利用者の満足度も高いものと

なっている。

　今後も引き続き各種機関と連携した多様な事業を行うことに

よる集客効果が期待される。

5

アートプラザ

　　（19年度）

アートプラザ共同事業体 公　募

Ｈ25．4．1

～

Ｈ28．3．31

（3年間）

開館時間：9:00～22:00

休館日：12/28～1/3　※イベントが開催される場合は開館

≪主な取組≫

●公式ホームページの運営と公式フェイスブックの開設

●ボランティア組織の運営　（27年度登録者　25人）

≪自主事業≫

●磯崎新パネル展　200人

●ARTPLAZA北村直登展　4,656人

●アートプラザ夏休みワークショップ

「羊毛フェルトのカラフルストラップをつくろう」　250人

●「渡辺おさむ展お菓子の国のアリス～フェイク・クリーム・アートの世界」

8,383人

●ART　PLAZA　『アートマーケットvol．22～24』　3,511人

●ART　PLAZA　U-40　建築家展2015 626人

●ART　PLAZA  Pickup Artist展 vol.5　　1,258人

●まちなかクリエイションギャラリー連携事業

　アートプラザピックアップアーティスト展2,284人

●第4回アートプラザ建築キッズ絵画展～夢の町～　1,012人
●第4回アートプラザ建築キッズ絵画展～夢の町～　1,012人

●大分空港×アートプラザバレンタインミュージアム　（大分空港内展示）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

44444444



サービスの向上等 利用者数

管理運営経費の削減額

（直営時との比較）

評価 意見

外部行政評価委員会　意見

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ．期待を大きく上回る成果が上がっており、適正な管理運営がなされている　　　Ｂ．期待を上回る成果が上がっており、適正な管理運営がなされている　 　Ｃ．期待した成果が上がっており、適正な管理運営がなされている

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ．期待を下回る成果となっており、管理運営の改善が必要である　　　　　　　　　  Ｅ．期待を大きく下回る成果となっており、管理運営の大幅な見直しが必要である

番号

施設の名称

（導入年度）

指定管理者の名称等 選定方法 指定期間

制度導入による効果 （導入前直近年度との比較） 内部評価

（直営時）

 22年度：540,988人

（制度導入後）

 25年度： 549,830人

 26年度： 572,584人

 27年度： 598,305人

（22年度比57,317人増）

２１，３９２千円

 （27年度）

Ｂ

ＢＢ

Ｂ

期待を上回る成果

が上がっており、

適正な管理運営が

なされている

　27年度は、館内4施設（コンパルホール、市民図書館分館、

男女共同参画センター、中央公民館）の連携イベントとして「コ

ンパルこどもフェスタ」をリニューアル開催したほか、アジアの

文化交流イベント「Asia Week in コンパルホール」などの多彩

な自主事業を行った。また、新たに窓口サービスにおけるタブ

レット端末の導入や、ロビーチェアのリニューアルなど、利用者

サービス向上に取り組んだ結果、利用者数の増加につなげ

た。

　今後も引き続き、他施設との連携イベントの実施や利用者

サービスの向上に向けた取組が期待される。

6

コンパルホール

　　（23年度）

コンパルホール

共同事業体

公　募

Ｈ26．4．1

～

Ｈ29．3．31

（3年間）

開館時間：8：30～22：00（貸出は9:00～22:00）

休館日：毎月第2月曜日（ただし、祝日の場合は翌日以降の休日でない日）、

12/28～1/3

≪主な取組≫

●公式ホームページ、公式フェイスブックページの運営

●施設のマスコットキャラクター「パルちゃん」を活用したコンパルホールに親しむ

きっかけ作り

≪自主事業≫

●コンパル子どもフェスタ　5,020人

　※館内4施設連携（コンパルホール、市民図書館分館、男女共同参画センター、

中央公民館）

●コンパル海の日市民スポーツデー2015　1,165人

●みんなの七夕飾り☆広場　2,000人

●なつかしの映画上映会フィルムマラソン　1,272人

7

ホルトホール大分

　　（25年度）

ホルトホール大分みらい

共同事業体

公　募

Ｈ25．7．20

～

Ｈ28．3．31

（2年9ヶ月）

開館時間：8：30～22：30（貸出は9:00～22:00）

休館日：毎月第2・第4月曜日（休館日が休日の場合は翌日以降の平日）、12/28

～1/3

≪主な取組≫

●公式ホームページ、公式フェイスブックページを運営し、イベント情報や各種教

室・講座を紹介した

●優先予約等の特典を受けることができる友の会（ホルとも）の募集を行った

≪自主事業≫

●ホルトホール大分まつり　1323人

●ホルトホール大分市民ミュージカル第3回公演　725人

●東京バレエ団<こどものためのバレエ「眠れる森の美女」>　730人

●ホルト季節のプログラムvol.1　300人

<指定管理該当施設のみ

>

（制度導入1年目）

25年度：475,046人

（25.7.20～26.3.31）

26年度：803,043人

27年度：883,531人

<ホルトホール大分施設

全体>

25年度：1,500,859人

（25.7.20～26.3.31）

26年度：2,046,573人

指定管理料

１６０，６７０千円

（27年度）

※当初から指定管

理者制度を導入

Ｂ

ＢＢ

Ｂ

期待を上回る成果

が上がっており、

適正な管理運営が

なされている

　

　制度導入後3年目を迎えた27年度は、「ピラティス教室」や「ラ

ンチ交流会」等の14の新規事業が追加されるなど、多様な自

主事業が実施されており、指定管理者のノウハウが十分に生

かされた運営が行われている。また、利用者数も年々増加して

おり、着実に効果が表れている。

　一方で、一部の利用者から接客に関する苦情もみられること

から、今後は職員の接遇研修の充実を図るとともに、利用者ア

ンケート等を通じて利用者ニーズの把握に努め、サービス向

上につなげていくことが望まれる。

サービスの向上に向けた取組が期待される。

●なつかしの映画上映会フィルムマラソン　1,272人

●コンパル秋の市民スポーツデー2015　1,568人

●Asian Week2015 in COMPALHALL　2,500人

●コンパルホールゴスペルコンサート　344人

●冬休みコンパルKIDS体験隊2015　46人

●コンパル博覧会2016春　2,323人

●コンパル落語会～落語戦国時代～　463人　　　　ほか

●避難訓練コンサート　　250人

●新春ホルトホール寄席　199人

●敬老の日イベント　282人　　　　　　　　　ほか

26年度：2,046,573人

27年度：2,050,359人

55555555



サービスの向上等 利用者数

管理運営経費の削減額

（直営時との比較）

評価 意見

外部行政評価委員会　意見

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ．期待を大きく上回る成果が上がっており、適正な管理運営がなされている　　　Ｂ．期待を上回る成果が上がっており、適正な管理運営がなされている　 　Ｃ．期待した成果が上がっており、適正な管理運営がなされている

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ．期待を下回る成果となっており、管理運営の改善が必要である　　　　　　　　　  Ｅ．期待を大きく下回る成果となっており、管理運営の大幅な見直しが必要である

番号

施設の名称

（導入年度）

指定管理者の名称等 選定方法 指定期間

制度導入による効果 （導入前直近年度との比較） 内部評価

8

大分市高崎山

自然動物園

　　 （16年度）

(一財）大分市高崎山管理

公社

任意指定

Ｈ27．4．1

～

Ｈ30．3．31

（3年間）

開園時間：8：30～17：00（年中無休）

≪主な取組≫

●公式ホームページ、公式フェイスブックの運営

●高崎山キャラクター「たかもん・たかもも」による保育所・幼稚園訪問PR

●うみたまご共同イベント　　山と海の学校

●うみたまご共同イベント　　猿と海の生き物を描こう　ワークショップ

≪自主事業≫

●体験学習（餌付け体験等）　3,054人

●市内小学校への出前教室　2,465人

●「2015ＴＮＺ人気ザル＆イケメン選抜総選挙」　　総投票数9,875票

●「高崎山無料の日」イベント　7,542人　　　　　　　　　　ほか

（直営時）

 15年度： 265,160人

（制度導入後）

 25年度： 317,011人

 26年度： 305,798人

 27年度： 388,396人

（15年度比123,236人増）

２５，５５０千円

 （27年度）

Ｅ

ＥＥ

Ｅ

 

  

 期待を大きく下回

る成果となってお

り、管理運営の大

幅な見直しが必要

である

　27年度は名付け問題で有名になった「シャーロット」や、親に

見離された子ザルをわが子とともに育てた「カラオケ」など、話

題となり全国ニュースでも取り上げられた人気ザルの活用の

ほか、申年にちなんだ年賀はがきの販売やイベントの企画な

ど効果的なＰＲにつとめた結果、入園者は前年度を大きく上回

り、17年ぶりに38万人を記録した。

　しかしながら、28年7月に発覚した指定管理者職員による不

祥事（運営資金着服）は、市民の信頼を著しく損なうものである

ことから、今後は今回の事件を厳粛に受けとめ二度と不祥事

を起こすことのないよう管理運営体制の抜本的な見直しと職員

の意識改革の徹底が必要である。

開館時間：9：00～17：00（入館は16：30まで）

【大分市高崎山自然動物園】

　指定管理者による不祥事を踏まえ、指定

管理者の管理運営体制の是正及び市の指

定管理者に対するモニタリングの強化、指

導・監督の徹底が求められる。

【大分市情報学習センター】

　貸館利用が増えている一方で、主目的で

ある教室利用は伸びておらず、施設利用

全体の目標も大きく下回っていることから、

現状においては、事業自体が市民ニーズ

9

大分市海部古墳

資料館

　　（18年度）

坂ノ市地区社会教育関係

団体連絡協議会

任意指定

Ｈ27．4．1

～

Ｈ30．3．31

（3年間）

開館時間：9：00～17：00（入館は16：30まで）

休館日：毎週月曜日（ただし、毎月第1月曜日及び月曜日が祝日の場合は開館

し、翌火曜日が休館。）、12/28～1/4

≪主な取組≫

●市内の学校や公民館等への広報活動と、地域の大人・子供向けの

　講座の開催

≪自主事業等≫

●勾玉作り　23人

●はにわ作り　32人

●歴史講座（2回）　57人

●近隣小学校への出前授業（坂ノ市小）　270人

●自治公民館で講座を開催（1ヶ所）　40人

●歴史散歩（地区公民館の講座、5回）　100人

（直営時）

 17年度： 10,804人

（制度導入後）

 25年度： 16,855人

 26年度： 18,390人

 27年度： 18,773人

（17年度比　7,969人増）

４７９千円

 （27年度）

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

期待した成果が上

がっており、適正

な管理運営がなさ

れている

　利用者数は26年度、27年度と増加しており、夏休みの恒例

行事として定着した「勾玉教室」や「埴輪作り教室」をはじめ、

近隣小学校を対象とした古墳に関する出前講座などの自主事

業による継続的な取組の成果が表れている。

　今後も新たな利用者を獲得すべく、積極的な広報活動を通じ

て施設の情報発信を行う必要がある。

大分市関崎

Ｈ26．4．1

開館時間：月・水・木曜日(10:00～18:00) 、金・土日・祝日、夏休み期間中(10:00～

22:00)

休館日：毎週火曜日（祝日の場合はその翌日、夏休み期間中は開館）

≪主な取組≫

●入館料を無料にし、観覧料制（天体観測室・アストロシアター）とした

●夏休み期間中は無休とした（通常時は火曜日が休館）

（直営時）

 22年度：  14,669人

Ｂ

ＢＢ

Ｂ

　27年度は、新たな自主事業として20周年記念企画展「豊の

海を知る」を開催したほか、継続事業の出前天文教室を実施

する際に施設のＰＲ活動を行うなどの広報活動により、利用者

現状においては、事業自体が市民ニーズ

と整合していないと考えられる。よって、当

該事業及び施設の必要性について引き続

き検証を行った上で、市民ニーズに即した

実施手法への見直しを検討する必要があ

る。

10

大分市関崎

海星館

　　（23年度）

大分エージェンシー㈱ 公　募

Ｈ26．4．1

～

Ｈ29．3．31

（3年間）

●夏休み期間中は無休とした（通常時は火曜日が休館）

≪自主事業≫

●豊の海を知る企画展　242人

●スターウォッチング教室　301人

●調べてみよう！エネルギー・放射線のフシギ　45人

●星釣り大会　　83人

●ふたご座流星群と癒しのひととき　180人

●初日の出観望会　567人

●出前天文教室　2,093人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

（制度導入後）

 25年度： 23,211人

 26年度： 21,929人

 27年度： 25,267人

（22年度比10,598人増）

７６０千円

 (27年度）

Ｂ

ＢＢ

Ｂ

期待を上回る成果

が上がっており、

適正な管理運営が

なされている

する際に施設のＰＲ活動を行うなどの広報活動により、利用者

数の増加につなげた。

　一方で、有料施設（天体観測室、アストロシアター）の利用者

が減少していることから、利用者アンケート等により積極的に

ニーズの把握を行う中で新しい利用者の獲得につながる取組

が望まれる。

11

大分市情報学習セ

ンター

　　（26年度）

（公財）ハイパーネットワー

ク社会研究所

公　募

Ｈ26．4．1

～

Ｈ29．3．31

（3年間）

開館時間：8：30～21：30（日曜日は8:30～19:00）

休館日：第1月曜日を除く月曜日、第1火曜日、祝日、12/28～1/4

≪主な取組≫

●タブレットやスマートフォン、3Dプリンター等ICT機器へ対応した教室を多数開催

した

●館内施設の利用料金を値下げし、市民の方がより利用しやすい料金体系とし

た

●公式ホームページを運用し、公式ツイッター・公式フェイスブックを開設した

≪自主事業≫

●スマートフォン、タブレット教室　　35人

（直営時）

 25年度： 23,011人

（制度導入後）

 26年度： 24,007人

 27年度： 34,506人

（25年度比 11,495人増）

３，８１５千円

(27年度）

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

期待した成果が上

がっており、適正

な管理運営がなさ

れている

　27年度は、新たにタブレットや3Ｄプリンタ等を活用した教室を

設けるなど市民教室を24教室から48教室へ増やし自主事業の

充実につとめた。また、26年度から貸館の利用料金を下げるこ

とで、利用者の増加を図った結果、貸館利用者は前年度から

増加している。しかし、教室利用者数は伸びておらず、指定管

理者の設けた施設利用者全体の目標を大きく下回っている状

況である。

　今後とも、利用者アンケート等の活用で利用者ニーズを把握

し、利用者獲得に向けた効果的な自主事業や、様々な広報機

●スマートフォン、タブレット教室　　35人

●デジタルもの作り教室（3Dプリンター等）　 52人

●ロボットプログラム教室　 26人

●映像編集講座   52人

●ワード、エクセル講座　 1,082人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

し、利用者獲得に向けた効果的な自主事業や、様々な広報機

会を用いた広報の工夫などの取組が求められる。

66666666



サービスの向上等 利用者数

管理運営経費の削減額

（直営時との比較）

評価 意見

外部行政評価委員会　意見

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ．期待を大きく上回る成果が上がっており、適正な管理運営がなされている　　　Ｂ．期待を上回る成果が上がっており、適正な管理運営がなされている　 　Ｃ．期待した成果が上がっており、適正な管理運営がなされている

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ．期待を下回る成果となっており、管理運営の改善が必要である　　　　　　　　　  Ｅ．期待を大きく下回る成果となっており、管理運営の大幅な見直しが必要である

番号

施設の名称

（導入年度）

指定管理者の名称等 選定方法 指定期間

制度導入による効果 （導入前直近年度との比較） 内部評価

12

大分市宇曽山荘

　　（19年度）

宇曽山荘運営協議会 公　募

Ｈ25．4．1

～

Ｈ28．3．31

（3年間）

開館時間：9：00～22：00

休館日：毎週月曜日、12/31～1/3

≪主な取組≫

●テニスコートの空き状況や合宿予約状況を施設ＨＰより確認可能とした

●「利用者の声」を設置し、市民ニーズの把握に努めた（シルバー、グループ向け

の料理メニューの作成等）

●過去の利用者に対しダイレクトメールで利用の呼びかけを行った

●団体用の無料送迎バスを2台配置し、50名程度の団体まで受け入れ可能とした

≪自主事業≫

なし

（直営時）

 18年度： 14,444人

（制度導入後）

 25年度： 21,628人

 26年度： 22,728人

 27年度： 24,133人

（18年度比　9,689人増）

７，７１３千円

 （27年度）

Ｂ

ＢＢ

Ｂ

期待を上回る成果

が上がっており、

適正な管理運営が

なされている

　広報活動として、新たにタウン情報誌への掲載やダイレクト

メールの発送を取り入れ、利用者の増加につとめた結果、テニ

スコートの利用者が増加しており、施設全体の利用者も増加し

ている。

　一方で、27年度は宿泊客が前年度比で約450名程度減少し

ていることから、利用者アンケート等を活用し、利用者のニー

ズに応える改善を行うことで宿泊客の増加に努めることが望ま

れる。

　また、現在は自主事業を実施していないことから、今後は、

利用者サービスの向上に向けた積極的な取組が求められる。

開館時間：10：00～21：00　（夏休み期間中は9：00～21：00）
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大分市営温水

プール

　　（19年度）

TAC・HBCグループ

※平成28年度より

「日本水泳振興会・

東急コミュニティー共同事

業体」へ指定管理者変更

公　募

Ｈ25．4．1

～

Ｈ28．3．31

（3年間）

休館日：第4、第5火曜日、12/29～1/3

≪主な取組≫

●毎週土曜日の9：00～10：00及び休館日だった第1～第3火曜日を開館し

　水泳教室等を実施した

●トップアスリートを招いて講座を開くことで、市民がトップレベルの技術等に

　触れる機会を創出した

●各種教室において、年代別や実力別などカテゴリを細分化し、教室数を

　増やすことにより市民ニーズに対応した

≪自主事業≫

●成人向け水泳教室　3,769人

●幼児・小学生・中学生向け水泳教室　19,541人　　　　　　ほか

（直営時）

 18年度：　107,317人

（制度導入後）

 25年度： 112,224人

 26年度： 120,677人

 27年度： 126,637人

（18年度比 19,320人増）

 １０，６１７千円

 （27年度）

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

期待した成果が上

がっており、適正

な管理運営がなさ

れている

　各年代層に応じた「水泳教室」の開催など、既存の自主事業

がそれぞれ参加者を増やしたことにより、全体の利用者数は

増加しており、利用者のニーズに即した取組の効果が表れて

いる。

　一方で、プールの水質管理に関して、水質検査の基準は満

たしているものの、一部の利用者から水質についての苦情が

みられることから、今後も水質管理について細心の注意を図る

必要がある。

（直営時）

 19年度：　158,713人

Ｂ

ＢＢ

Ｂ

　27年度は、60歳以上を対象とした卓球教室を実施するなど

自主事業の充実に取り組み、陸上競技場、野球場、テニス大分市営陸上競技

開場時間：

競技場：4月～10月　9～21時　　11月～3月　9～20時

球場：4～10月　6～21時　　11月～3月　7～18時

テニス場：通年　9～21時

休場日：第1月曜日、12/29～1/4

≪主な取組≫

●休場日を月1日にした

大分県住宅供給公社

　（2,787戸）

任意指定

㈱別大興産

　（2,090戸）

公　募

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

期待した成果が上

がっており、適正

な管理運営がなさ

れている

　家賃収納率は26年度より0.7％向上し、未収金総額も10,000

千円以上減少するなど着実に効果が表れており、指定管理者

の努力がうかがえる。

　また、夜間・休日にも入居者からの要望、苦情に対応できる

体制ができており、引き続き入居者に対するきめ細やかな対

応が期待される。

（制度導入後）

 25年度： 226,593人

 26年度： 240,206人

 27年度： 240,751人

(19年度比  82,038人増)

３，１７０千円

 （27年度）

Ｂ

ＢＢ

Ｂ

期待を上回る成果

が上がっており、

適正な管理運営が

なされている

自主事業の充実に取り組み、陸上競技場、野球場、テニス

コートとも利用者の増加につなげた。

　一方、アンケート結果を見ると、周知が十分図られていない

教室もみられることから、既存の広報活動に加え、多様な機会

をとらえるなど広報活動を充実する必要がある。

15

市営住宅（一部）

　　（23年度）

Ｈ26．4．1

～

Ｈ29．3．31

（3年間）

窓口対応時間：8:30～17：15

≪主な取組≫

●夜間や休日などを中心に入居者からの苦情や要望等における修繕対応などで

迅速な対応が図られている

●家賃の収納率は高水準で推移している

　大分県住宅供給公社　（現年度）99.23％　（過年度）15.86％

　㈱別大興産　　　　　　　 （現年度）98.78％　（過年度）15.87％　(合計)89.61％

１６，８７４千円

（27年度）

14

大分市営陸上競技

場及び津留運動公

園有料公園施設

　　（20年度）

大分リバースタジアム

共同企業体

公　募

Ｈ26．4．1

～

Ｈ29．3．31

（3年間）

●トレーニングルームに指導者を配置

●大会等のない水曜日を「高齢者無料開放日」とした

《自主事業》

●市民マラソン教室　1,414人

●テニス教室　681人

●卓球教室　465人

●リバスタ親子教室　382人

●ウォーキング教室　315人

●ピンポン教室　744人

●スロージョギング教室　593人

●らく楽ヨガ教室　1,184人　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

　（2,090戸）

公　募

　※直営時（22年度）　 　（現年度）97.98％　（過年度）19.48％　（合計）83.22％

77777777


