
 

 
 

指定管理者の管理運営に対する評価シート 
 

所管課 
産業経済局 
新産業・学術振興部 新産業振興課 

評価対象期間 平成１９年４月１日～平成２０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 

Ⅱ ― ⑧ 

所 在 地 北九州市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 北九州市若松区ひびきの２番１号  

指定管理業務の内容 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 

前年度実績を超えること

を目標とした。 

【18年度実績】 

①スモールオフィス   

新規入居企業数 1社 

②スモールオフィス   

卒業企業数 2社 

③会議室利用状況 

利用時間 1,387ｈ 

  利用人数  4,869人 

 

 

【19年度実績】 

①スモールオフィス       

新規入居企業数 4社 

②スモールオフィス       

卒業企業数 5社 

③会議室利用状況 

利用時間  1,982ｈ 

利用人数  6,499人 

（増減理由）  

・会議室及び事務室の

利用促進のため、指定

管理者が関係機関への

チラシ配布等の活動を

強化した。 

・入居企業毎に担当の

インキュベーション・

マネジャー（以下、「IM」

という。）がハンズオン

所見評価

様式２ 



 

同使用料収入3,328千円 

④H19 年度支援対象企業 

6 社中、決算比較可能な

4社の売上・社員数 

売上計  24,672千円 

社員数     9人 

⑤一般利用者数 

(オープンテレワーク等) 

        6,021人 

同使用料収入 4,515千円 

④同左 

 

 

売上計  53,441千円 

社員数     12人 

⑤一般利用者数 

(オープンテレワーク等) 

         6,321人 

的支援を実施。各社の

抱える資金計画・販路

開拓等の経営課題に適

切なアドバイスを行い

効果が出た。 

利用者の満足度 

入居者アンケートにおい

て過半数の「良い」評価を

得る。 

 

 

 

入居者アンケート結果 

（入居企業 22社中、19 社回答） 

①相談・要望への対応 

非常に満足      5社 

        満足      14社 

②指定管理者は現在の団体

でよいか 

このままでよい  12社 

   どちらでもよい   7社 

（利用者の満足度）  

・入居者の要望を反映

したセミナー等の企画

を実施したため、高い

満足度を得た。 

・前年度以上に意見交

換会(4 回←18 年度 2

回)や交流会（2 回←18

年度 1 回）を開き、市

及び指定管理者による

入居者との意見交換の

機会を増やした。 

収支状況 

【19年度予算】 

収入(指定管理料)： 

132,076,976千円 

支出： 

    132,076,976千円 

収支差： 

          0円 

【19年度決算】 

収入(指定管理料)： 

132,076,976千円 

支出： 

     127,303,557千円 

収支差： 

      4,773,419千円 

（増減理由）    

契約の見直しにより 

PC・プロジェクターリ 

ース料(前年比1,229千 

円減）、設備保守点検費 

(同621千円減)等経費 

の削減に繋がった。  

３ 評価結果 
 

評価項目及び評価のポイント 

１ 施設の設置目的の達成（有効性の向上）に関する取組み 

 （１）施設の設置目的の達成 
  ① 施設の管理運営（指定管理業務）に係る平成19年度事業計画に沿って運営を行い、

施設の効用を最大限に発揮し、施設の設置目的に沿った成果が得られたか。 
  ② インキュベーション機能の充実（入居企業に有益な情報提供や入居企業の販路開

拓、資金調達、交流促進等のニーズに応える事業など）について効果的な提案がな
されたか。 

  ③ 施設の運営にあたって、市や(財)北九州産業学術推進機構との調整を図りながら、



 

市のベンチャー支援事業に協力を行ったか。 
  ④ 施設への入居に繋がるよう当施設の特徴や魅力等を最小の経費で最大限にＰＲが

なされたか。 
 ［所 見］ 
【市民への情報通信利用の場の提供】 

・PC、情報関連書籍・雑誌等を一般市民に開放しているオープンテレワークスペースにおいて、清

掃状況をこまめに管理して快適な環境を保つとともに、利用者ニーズが高い雑誌等を開架したた

め利用者が増加した。 

＜一般利用者数＞ 

   18年度：6,021人 → 19年度：6,321人 

【インキュベーション機能の充実】  

・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る。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、他施設担当IMとも連携

して、入居企業毎の課題に応じた適切な対応を行った。 

・スモールオフィス入居の支援対象ベンチャー企業の業績については、IMによる定例的な経営会議

の実施等のハンズオン型人的支援と、ベンチャー企業育成補助金やインキュベーションマーケテ

ィング調査事業など北九州市のインキュベーション施策とを併せた運営により、19年度支援対象

企業の売上・雇用数とも前年比アップした。 

 

＜決算比較可能な4社の業績について＞ 

  総売上前年比2.17倍（4社計24,672千円→53,441千円）、雇用者数前年比1.33倍（9人→12人） 

＊A社の例  

設立以来、本業のパッケージソフト販売等に付随するコンサルティング業務を顧客サービ 

スとして無料で行っていたが、当施設入居後、IMによる経営指導を通じて有料化に成功。 

毎月の固定収入となり経営が安定し、事業拡大により今年度施設を卒業した。 

 ・ベンチャー企業の支援策についての報告書をまとめ、市に提案した。 

【施設広報・入居者募集】 

 ・㈱東京商工リサーチから入居対象となる法人設立5年未満の企業情報を購入して、優良ベンチャ

ー企業発掘調査を実施。施設入居対象となる情報通信業に属する企業対して、アンケート調査及

び入居募集チラシの郵送を行った。 

・「市政だより」を通じた入居募集案内実施（平成19年度 5,9,11,1月号掲載） 

・入居募集の結果、19年度は3社の入居応募があり、入居審査委員会を経て3社とも入居が決定 

した（うち 2社が年度内に入居）。また、18 年度に入居決定した 2社と併せて、合計 4社が今年

度の新規入居企業となった。 

・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。その他にも新聞、経済雑誌への入居企業紹介を実施。 
 

 （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たか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ［所 見］ 
【利用者の意見把握及びその反映】 

＜一般市民＞ 

 ・会議室利用者アンケート（回答数23件）の結果、高い評価を得た。 

   ＜アンケート結果より＞ 

○施設を利用した感想「非常に利用しやすい、利用しやすい」18件、「利用しづらい」5件 

○また利用したいか 「ぜひ利用したい、利用したい」23件 

 

・19 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16 回メールマガジンを配信（前

年度9回）し、登録会員581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。また、ホームページの新着情報更新回数は18回。 

＜入居者＞ 

・入居者に対する日常的な相談対応等のほか、意見交換会（19年度4回実施）及び交流会（同2

回実施）等により、ニーズを把握しており、「北九州テレワークセンター」入居者アンケート

調査結果においても指定管理者の施設管理状況、支援施策の有効性等の満足度は概ね高い。 

  ＜アンケート結果より＞  

○相談・要望への管理者の対応は全社が「非常に満足」、「満足」と回答。 

   ○スモールオフィス入居企業に関して、管理者の支援策、IMの対応については、全社 

から有効であると高い満足度を得ている。 

 ・意見交換会等で出た要望や苦情には、指定管理者から市に報告を上げ、市と一緒になって適切

に対応し、その後の運営に意見を反映させた。 

 ・ＦＡＩＳの主催する指定管理業務外での各種インキュベーション事業に対する個別の評価アン

ケートにおいても参加企業の満足度は概ね高い結果を得た。 

 ・入居企業の要望を聞きながら、セミナーを企画するとともに、入居企業にタイムリーに情報提

供を行い、指定管理者主催のセミナーへの参加に繋げた。 

２ 効率性の向上等に関する取組み 

 （１）経費の低減等 
  ① 施設の管理運営（指定管理業務）に関する収支計画が合理的かつ妥当で、経費を

効率的に低減するための十分な取り組みがなされたか。 
  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。

  ③  経費の効果的・効率的な執行がなされたか。 
 ［所 見］ 



 

【経費の低減】 

・19年度予算額（132,077千円）と決算額（127,304千円）を比較し、3.6％減（▲4,773千円）。 

・19年度決算額（127,304千円）と18年度決算額（128,192千円）を比較し、0.7％減（▲888千 

円） 

・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、前年比で清掃費年間141千円、設備保守点検年間621千円の経費節減となった。 
 

 （２）収入の増加 
  ① 収入を増加するための具体的な取り組みがなされ、その効果があったか。 
 ［所 見］ 
【会議室収入】 

・会議室の周知のため、19年度は、会議室利用案内チラシの配布を強化。その結果、会議室利用者

が、前年比1.33倍（4,869人→6,499人）、同収入が、前年比1.36倍（3,328千円→4,515千円）

となった。 

【歳入総額】 

・指定管理者による、事務室の入居募集活動により、19年度は4社（前年度は1社）の新規入居が

あったものの、スモールオフィス卒業企業が5社、一般オフィス4社が退居したため、平均入居

率が低下（18年度1,940.57㎡→19年度1,793.25㎡）し、その結果、歳入総額が減少した。退居

理由は、事業拡大などの前向きな理由であった。 

   18年度歳入総額 100,785千円  

内訳（事務室使用料 59,522千円 会議室等 3,331千円 共益費等雑入 37,932千円） 

    19年度歳入総額   98,070千円 

内訳（事務室使用料 57,474千円 会議室等 4,515千円 共益費等雑入 36,081千円） 
 
３ 公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組み 

 （１）施設の管理運営（指定管理業務）の実施状況 
  ① 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員の配置が合理的であったか。 
  ② 職員の資質・能力向上を図る取り組みがなされたか（管理コストの水準、研修内

容など）。 
  ③ 地域の住民や関係団体等との連携や協働による事業展開が図られたか。 
 ［所 見］ 

・入居企業との意見交換会の場等でのヒアリングの結果、人員配置に関する苦情等はなく、施設管

理と企業支援の両面において適切な人員配置ができている。 

・指定管理者職員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養成セミナーに１名研修に行かせた。その他、IMの能力向上

に繋がるセミナーや講座に参加させることで、能力開発を行った。 

 ・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 施設（オープンテレワークスペース、会議室等）の利用にあたって、利用者の選

定等が平等、公平に取り扱われるよう配慮されていたか。 
  ③ 利用者が限定される施設（事務室は入居審査あり）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（指定管理業務）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たか。 
  ⑦ 事故発生時や非常災害時の対応などが適切であったか。 
 ［所 見］ 
【個人情報の取扱い】 

・財団法人北九州産業学術推進機構個人情報保護規程に基づき、保有する個人情報保護のための措

置を適切に行い、事故はなかった。 

【平等利用】 

 ＜一般市民＞ 

・オープンスペース（PC利用、情報関連書籍・雑誌等閲覧可）は、一般開放し、会議室等は予約制

で公平に受付した。 

 ＜入居者＞ 

・事務室については、入居希望者に対してIMが事前ヒアリングを行い、対象者要件を確認の上、外

部有識者から構成される「北九州インキュベーション施設入居審査委員会」に入居の可否を諮り、

入居者の選定を公平で適切に行った。 

【安全対策・危機管理】 

・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ており、事故

はなかった。 

・消防計画に基づき、年１回消防訓練を実施する等適切な危機管理を行った。 

【モニタリング】 

・年2回行っているモニタリングの結果、施設の管理状況は良好で、適切に運営されていた。 

・指定管理者管理業務報告書の内容を精査した結果、適切な収支内容であった。 
  

 
【総合評価】 

［所 見］ 
【有効性】 

・１９年度のスモールオフィス卒業企業 5社は、いずれも業績拡大によるもの（廃業等の理由でない）
であり、また、新規入居企業は 4 社を数え、事務室の回転率も高く、インキュベーション施設とし
ての目的を果たした。 



 

・北九州テレワークセンターの設置目的を十分に理解した管理運営が行われており、利用者アンケー

トの結果からも、高い満足度を得られている。 
【効率性】  

・18年度決算額以上に、設備保守点検経費の見直し等による経費削減が進んだ。 

【適正性】 

・施設利用における手続きは公平であり、また、施設運営面においても安全対策、個人情報管理など

適切に措置されており、公の施設の指定管理者として適正である。 

 


