
様式１ 

 ５段階評価 

指定管理者の管理運営に対する評価シート 

所管課 産業学術振興局 新産業部 産学連携課 

評価対象期間 平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日

１ 指定概要 

施設類型 目的・機能
名 称 北九州テレワークセンター 

Ⅰ － ⑧ 

所在地 小倉北区浅野三丁目８番１号 ＡＩＭ6階 
施設概要 

設置目的 

広く市民に情報通信利用の場を提供するとともに、IT を活

用した新事業創造支援を通じて北九州市地域の経済活性

化・雇用創出に寄与することを目的に設置。 

名 称 財団法人北九州産業学術推進機構 
指定管理者 

所在地 若松区ひびきの２番１号  

指定管理者の業務内容 
① 施設の利用・維持管理に関する業務 

② インキュベーションに関する業務 

指定期間 平成１８年４月１日～平成２０年３月３１日 

 

２ 管理運営実績 

 目標（計画） 実 績 要因・原因分析

施設の設置目

的の達成状況 

前年度を基準に実績向上 

を目標とした。 

【H17 直営時実績】 

・会議室稼働率 

会議室利用時間 1,272h

同使用料収入 3,096 千円

・支援対象企業 6社業績 

売上計  26,593 千円 

社員数     10 人 

・一般利用者数 

（オープンテレワーク等）

6,053 人 

 

 

【H18 指定管理者導入後】 

・会議室稼働率 

会議室利用時間 1,387h 

同使用料収入 3,328 千円 

・支援対象企業 6社業績 

売上計  82,558 千円 

社員数     20 人 

・一般利用者数 

（オープンテレワーク等） 

6,021 人 

入居企業毎に担当

インキュベーショ

ン・マネジャーが

ハンズオン的支援

を行い、資金計

画・販売面等の経

営アドバイスを実

施した結果売上・

雇用ともに前年比

向上した。 



利用者の満足

度 

施設入居者に対しアンケ

ートを実施し、過半数の

「良い」評価を得る。 

入居者アンケート（入居企

業 27 社配布中 15 社回答） 

・相談、要望への対応 

 …      良い 12 社 

・指定管理者は現在の団体

でよいか 

…このままでよい 12 社 

入居者との意見交

換会（２回）や自

治会（１回）での

ヒアリングの結

果、管理者への高

い評価を得、また、

アンケートでも 8

割の入居企業から

高い満足度を得

た。 

収支状況 

前年度を基準に、サービス

水準を維持しつつ経費削

減に努めることを目標と

した。 

H18 年度、前年比 2,977 千

円の事業費削減が達成さ

れた。 

日常のメンテナン

ス強化が、維持補

修等経費削減に繋

がったことに起

因。 

 

３ 評価結果 

評価項目及び評価のポイント 配点 
評価 

レベル 
得点 

１ 施設の設置目的の達成（有効性の向上）に関する取組み ６０  ４５ 

 （１）施設の設置目的の達成 

  ① 計画に則って施設の管理運営等が適切に行われた

か。また、施設を最大限活用して、施設の設置目的

に沿った成果を得られているか（目標を達成できた

か）。 

  ② 市の政策を支援することが業務内容に付加されて

いる場合、政策支援が十分に図られたか。 

  ③ 施設の利用者の増加や利便性を高めるための取組

みがなされ、その効果があったか。 

  ④ 施設間の有機的な連携が図られ、その効果があっ

たか。 

  ⑤ 施設の設置目的に応じた効果的な営業・広報活動

がなされ、その効果があったか。 

４５ ４ ３６ 

 〔評価の理由〕 

・政策支援の最重要課題であるスモールオフィス入居の支援対象企業の業績が全社

とも対前年比アップしたため。 

【Ａ社の例】当施設入居後、インキュベーション・マネジャー（以下「ＩＭ」とい

う）による施設内地場大手企業とのマッチング支援の結果取引が開始。当該企業か

らの受注を核として売上が前期の約５倍と飛躍的に伸びた。その他施設内企業との



協業よる実績も数件あり、入居メリットを如何なく活かしている。 

【Ｂ社の例】当施設入居後に会社設立。ＩＭが経営アドバイスを行い、初年度から

大口案件受注による売上及び黒字を確保。二期目には初年度の倍の売上げを達成。

ＩＭの紹介による入居企業との協業にも積極的で、業績拡大中。 

 なお、上記２社ともにその後も順調に業績を伸ばしており、その他企業において

も現地ヒアリングの結果、管理者の支援メニューには非常に満足している。 

 

その他 

①，② 

●平成１８年度事業計画書及び収支予算書に沿った適切な管理運営が行われた。 

●広く市民に利用されるため、一般に開放するとともに快適に利用できる環境を提

供した。 

●政策支援であるＩＴベンチャー企業の育成・支援に関しては、ＩＭによるハンズ

オン型人的支援と、北九州市のインキュベーション施策とを併せた効果的な運営

を図った。 

●施設の管理運営については、３名体制であるが、より充実した管理運営体制確立

のため、財団法人北九州産業学術推進機構（以下「ＦＡＩＳ」という）ベンチャ

ー支援部との一体運営を行い、入居企業に対する経営会議(経営指南)を４８回実

施。 

●結果として支援企業の総売上増収率前年比 210.5%（6 社計 26,593 千円→82,558

千円）、雇用者数増加率前年比 100%（10 人→20 人）を達成した。 

③ 

●入居者アップのため、施設の入居募集時期を前年度の年３回から年４回とし、Ｉ

Ｍの人的ネットワークを活かして関係機関等に入居募集チラシの配布を行った。

結果、１８年度５社の入居応募があり、入居審査委員会を経て新たに２社の入居

が決定した。 

④ 

●本施設は北九州市内５箇所のインキュベーション施設の中核となる施設であり、

ＦＡＩＳベンチャー支援部により効率的な５施設間の連携が図られている。 

●本施設以外のインキュベーション施設３箇所にはＦＡＩＳにより非常勤のＩＭ

（支援企業１５社）が配置され、経営支援が行われている。（※ １８年度活動

実績 活動日数 162 日、担当企業訪問回数 373 回）それによりＩＭを中心とした

支援企業間ネットワークが形成され、担当企業意見交換会においてＩＭ活動を評

価する声が多数あがった。 

⑤   

●「市政だより」を通じた入居募集案内（平成１８年度 ５,８,１１,２月） 

「ネットワーク北九州」への入居募集案内掲載による入居広報。 

  入居企業の対外的ＰＲとして 

J:COM 北九州の定時番組「野村證券いちおしの元気企業」への入居企業紹介 

  新聞、経済雑誌への入居企業紹介を実施。 



●入居企業紹介することが結果的に施設自体のＰＲにつながった。 

●入居企業との意見交換会においても、北九州テレワークセンターに入居している

ということが当該企業の信頼度向上に繋がり営業活動がしやすいとの意見を得た。

 （２）利用者の満足度 

  ① 利用者アンケート等の結果、施設利用者の満足が

得られていると言えるか。 

  ② 利用者の意見を把握し、それらを反映させる取組

みがなされたか。 

  ③ 利用者からの苦情に対する対応が十分に行われた

か。 

  ④ 利用者への情報提供が十分になされたか。 

  ⑤ その他サービスの質を維持・向上するための具体

的な取組みがなされ、その効果があったか。 

１５ ３ ９ 

 〔評価の理由〕 

入居者との日々の頻繁な交流及び意見交換会等の実施により、利用者のニーズを

把握し、アンケート調査結果においても満足度が高かったため。 

 相談・要望への管理者の対応は 80%が「良い」20%が「普通」。 

 スモール入居企業に関しては、管理者の支援策、ＩＭの対応についてともに 75%

が「有益である」25%が「やや有益である」との回答で、全社が高い満足度を得て

いる。 

 また、意見交換会で出た要望には、指定管理者と市において都度検討、検証を重

ね、下記のとおり迅速かつ十分な対応を行った。 

その他 

① 

●「北九州テレワークセンター」入居者アンケート実施。 

  指定管理者の施設管理状況、支援施策の有効性等参加者満足度は概ね良好な結

果を得た。 

●ＦＡＩＳの主催する各種インキュベーション事業に対する個別の評価アンケー

トにおいて参加企業に実施事業の重要性、満足度は概ね顧客満足度上位２位（非

常に満足、満足）との結果を得た。 

②，③，⑤ 

●平成１８年度、施設入居企業で構成される自治会へ施設管理者として参加、また、

入居企業意見交換会を実施し、広く意見や要望を聞く機会を設けた。 

●施設に対する意見・苦情等要望を集約し、指定管理者、北九州市双方でその内容

を精査のうえ後日回答。後の運営に入居者の声を反映させる仕組みができた。 

●意見交換会での利用者意見を反映させ、テレワークセンターに接続しているイン

ターネット回線の速度向上を図った。 

●無線ＬＡＮ対応してほしいとの要望に応じ、NTT フレッツスポットを設置した。

●携帯電話の通じない箇所があるとの要望に応じ、DoCoMo へ働きかけ FOMA アンテ

ナを設置した。 



●また、海外取引を望む入居企業のニーズに対応し、同じベンチャー企業支援施設

である韓国の建国大学ベンチャー創業支援センター（ソウル）と施設間提携の覚

書を締結。二国間での交渉・取引がしやすくなったことで、入居企業の満足度が

向上した。 

④ 

●平成１８年度、北九州テレワークセンターのホームページにおいて９回メールマ

ガジンを発行し、登録会員 690 人に対してイベント・セミナー情報及び入居募集

等各種情報提供を行った。 

●入居企業約 30 社に対しては、ちらし、訪問により直接イベント・セミナー情報

の提供を行い、指定管理者の主催するセミナー等への入居企業参加へと繋がっ

た。  

２ 効率性の向上に関する取組み ２０  １２ 

 （１）経費の低減 

  ① 施設の管理運営に関し、経費を効率的に低減する

ための十分な取組みがなされ、その効果があったか。

  ② 清掃、警備、設備の保守点検などの業務について

指定管理者から再委託が行われた場合、それらが適

切な水準で行われ、経費が最小限となるよう工夫が

なされたか。 

１０ ３ ６ 

 〔評価の理由〕 

●平成１８年度協定金額（132,077 千円）と決算額（128,192 千円）を比較し、 

３％減。 

●施設の維持管理については、外部委託による効率化を図った。発注にあたっては、

北九州市の契約規則に準じた公正な委託契約を行い、仕様書、業務内容の見直し

を進め、 サービス水準は維持されつつ、経費節減に取り組んだ。 

●１７年度(直営) 予算 125,334 千円 決算 121,971 千円（うち人件費  0 円） 

１８年度(指定管理)予算 132,077 千円 決算 128,192 千円（うち人件費 9,198 千円）

●１８年度事業費増加理由 

１７年度までは本市の出資法人である財団法人北九州産業学術推進機構（ＦＡＩ

Ｓ）との間で委託契約を締結しており、業務に係る人件費は別途「学術研究拠点

推進事業」に組み込まれていた。 

しかしながら、１８年度より、指定管理者制度を導入することに伴い、当該業務

を遂行するための人件費（ＩＭ２名、事務嘱託１名）を指定管理業務に計上し、

事業費に組み込んだため、人件費分事業費増となったもの。 

よって、H17：121,971 千円－H18:( 128,192 千円－9,198 千円)＝2,977 千円の削

減効果があった。 

 （２）収入の増加 

  ① 収入を増加するための具体的な取組みがなされ、

その効果があったか。 

１０ ３ ６ 



 〔評価の理由〕 

●福岡県税理士会を通じて、北九州市内の税理士会加盟事務所全てに、入居募集ち

らしとともに、テレワークセンターの施設紹介・会議室案内を行った。 

●会議室利用に関しては、利用者の希望時間に応じ、１７時の閉館時間以後や、土、

日曜等の貸し室にも全て対応した。 

●結果、会議室収入前年比１０７％と増加した。 

３ 公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組み ２０  １２ 

 （１）管理運営の実施状況 

  ① 施設の管理運営にあたる人員の配置が合理的であ

ったか。 

  ② 職員の資質・能力向上を図る取組みがなされたか

（管理コストの水準、研修内容など）。 

  ③ 地域や関係団体等との連携や協働が図られたか。 

１０ ３ ６ 

 〔評価の理由〕 

① 

●北九州テレワークセンター」入居者アンケートより抜粋 

問３ 施設の管理運営にあたる人員の配置は適切だと思いますか。 

１５人中…思う９ ややそう思う１ どちらでもない３ あまりそう思わない２ 

 と、概ね適切との評価を得た。 

② 

●サービスを提供する支援人材(ＩＭ)のスキル向上及び他の起業支援機関とのネ

ットワーク構築を目的に、日本新事業支援機関協議会（JANBO）主催のＩＭ養成

セミナーへのスタッフ派遣、全国ＩＭワークショップの北九州での開催等により

産業支援人材の育成を行った。 

③ 

● 独立行政法人雇用・能力開発機構福岡センター主催の「福岡県ベンチャー企業

等支援ネットワーク連絡会議」や北九州市中小企業振興課主催の「起業支援関

係機関連絡調整会議」等に参画することで、関係団体との連携が図られた。 

 （２）平等利用、安全対策、危機管理体制など 

  ① 施設の利用者の個人情報を保護するための対策が

適切に実施されているか。 

  ② 利用者を限定しない施設の場合、利用者が平等に

利用できるよう配慮されていたか。 

  ③ 利用者が限定される施設の場合、利用者の選定が

公平で適切に行われていたか。 

  ④ 施設の管理運営に係る収支の内容に不適切な点は

ないか。 

  ⑤ 日常の事故防止などの安全対策が適切に実施され

ていたか。 

  ⑥ 防犯、防災対策などの危機管理体制が適切であっ

１０ ３ ６ 



たか。 

  ⑦ 事故発生時や非常時の対応などが適切であった

か。 

 〔評価の理由〕 

① 

●財団法人北九州産業学術推進機構個人情報保護規定に基づき、保有する個人の権

利利益を保護した。 

② 

●利用者を限定しないオープンスペースは広く一般開放し、会議室等は予約制で公

平な受付体制を取っている。 

③ 

●利用者を限定するオフィス入居希望者に対しては、ＩＭによる事前ヒアリングを

行い、市内インキュベーション施設への入居条件と合致するか判断したうえで、

「北九州インキュベーション施設入居審査委員会」を開催。外部有識者による適

切な選定を行った。 

④ 

●北九州テレワークセンター指定管理者管理業務事業報告書の内容を精査した結

果、適切な収支内容であり不適切な点はなかった。 

⑤，⑥，⑦ 

●施設内を１日２回以上巡回、２４時間機械警備体制を取り、適切な安全対策を行

った。 

●また、平成１８年度事故発生はなかった。 

●消防計画を策定し、年１回消防訓練を実施する等適切な危機管理体制を整えた。

 

【総合評価】 

合計得点 ６９ 評価ランク Ｃ 

〔評価の理由〕 

施設の設置目的に対する取組 

・政策支援たる新事業創造支援については、入居企業の業績向上や、入居者アンケー

ト、実施事業毎アンケート結果に表れた満足度からみて優れていると認められる。 

効率性の向上に関する取組 

・歳入総計前年比 112%増加 

・事業費前年比 2.977 千円削減（人件費除く）した。 

公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組 

・施設運営に対しては、適正な人員配置により利用者に公平な体制を整えている。 

・利用者の要望を運営に活かす意見交換会を実施。 

・安全面、防災面等適切な管理体制が整えられている。 

 



〔北九州市指定管理者制度推進会議（評価部会）からの意見〕 

行政と指定管理者との役割分担を明確にすべきである。 

また、民間のノウハウが蓄積されてきている分野であり、将来的には民間主導の運

営も検討すべきである。 

 

【評価レベル】 

評価 

レベル 
乗 率   

５ １００％ 良 い 目標（計画）を大幅に上回り、優れた管理運営がなされている

４ ８０％  目標（計画）を上回る管理運営がなされている 

３ ６０％ 普 通 目標（計画）どおり適正に管理運営がなされている 

２ ４０％  目標（計画）を下回る管理運営がなされている 

１ ２０％  目標（計画）を大幅に下回る管理運営がなされている 

０ ０％ 適切でない 不適切な管理運営がなされている 

 

 【総合評価】 

   Ａ：総合評価の結果、特に優れていると認められる 

     （合計得点が９０点以上） 

   Ｂ：総合評価の結果、優れていると認められる 

     （合計得点が８０点以上９０点未満） 

   Ｃ：総合評価の結果、適正であると認められる 

     （合計得点が５０点以上８０点未満） 

   Ｄ：総合評価の結果、努力が必要であると認められる 

     （合計得点が３０点以上５０点未満） 

   Ｅ：総合評価の結果、かなり努力が必要であると認められる 

     （合計得点が３０点未満） 


