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指定管理者の管理運営に対する評価シート 

 

所管課 産業経済局観光にぎわい部門司港レトロ課 

評価対象期間 平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 

１ 指定概要 
 

施設概要 

名  称 門司港レトロ観光施設８施設 
施設類型 目的・機能 

Ⅰ ― ① 

所 在 地 北九州市門司区 

設置目的 

■ 関門海峡ミュージアム（北九州市門司区西海岸一丁目３番３号） 

「海峡」をテーマとし、関門海峡にまつわる歴史や文化、自然、

海峡の役割を様々な手法で表現したミュージアムであり、観光拠

点として、また、教育・文化機能をもつ施設として地域の発展に

寄与する。 

■ 旧大阪商船（北九州市門司区港町７番１８号） 

 歴史的に貴重な建造物を整備し、イベント、展示会等や市民、

観光客の休息スペースとして活用する。 

■ 旧門司三井倶楽部（北九州市門司区港町７番１号） 

国指定重要文化財を整備し、多目的スペース、レストラン、資料

室等を設けることで市民、観光客の憩いの場を提供する。 

■ 門司港レトロ観光物産館（北九州市門司区東港町６番７２号） 

市内特産物の展示、販売、観光コーナー及び多目的ホールを備

えることで市民、観光客へ憩いの場を提供する。 

■ 門司港レトロ展望室（北九州市門司区東港町１番３２号） 

 高層マンションの３１階を関門海峡が一望できる展望室とする

ことでレトロ地区の集客効果を図る。 

■ 門司港レトロ駐車場（北九州市門司区東港町６番） 

 繁忙期の慢性的な観光客用の駐車場不足を解消するとともに、

増加傾向にある観光バス等の需要を満たす駐車場を整備する。 

■ 旧門司税関（北九州市門司区港町１番２４号） 

港湾施設（休憩所）として整備されたものだが、歴史的にも価

値の高い建造物であり、レトロ地区の中心に位置するという立地

条件を生かして集客効果を図る。 

■ 旧大連航路上屋（北九州市門司区西海岸一丁目３番５号） 

往年の国際貿易港としての門司港の歴史を象徴する建物を、市
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民や観光客が憩う休憩施設やレトロ地区の賑わいづくりに寄与す

る施設として活用する。 

利用料金制 

非利用料金制 ・ 一部利用料金制 ・ 完全利用料金制 

インセンティブ制 有・無 ペナルティ制  有・無 

指定管理者 

名  称 
株式会社ビービーディオー・ジェイ・ウェスト・アクティオ株式

会社共同企業体 

所 在 地 
福岡市中央区天神四丁目１番３２号 

損保ジャパン福岡天神ビル７Ｆ 

指定管理業務の内容 

■ 施設管理業務 

・施設管理運営業務（展示物等案内業務、受付・観光情報の提供

等を含む） 

・清掃業務（害虫駆除含む） 

・廃棄物処理業務 

・警備業務 

・建物・設備保守業務（電気・機械設備保守点検含む） 

・展示物保守業務 

・庭園・樹木・芝生管理業務 

・ピアノメンテナンス 

・その他施設管理業務（日常的な管理・小修繕を含む） 

■ 企画・営業的な運営業務 

・集客業務（各施設の多目的ホール等を活用した指定管理者主催

の企画展、イベント等の事業を含む） 

・広報宣伝業務 

・営業セールス 

・各施設に関する資料、情報の収集 

・ その他施設のイメージアップに関する業務 

■ その他の業務 

・庶務・経理等業務 

・テナント管理運営業務 

・データ管理業務 

・その他管理運営に必要な業務 

指定期間 平成２５年４月１日～平成３０年３月３１日 
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２ 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 ５０  ３３ 

 （１）施設の設置目的の達成 

３５ ３ ２１ 

  ① 計画に則って施設の管理運営（指定管理業務）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 利用促進を目的としている施設の場合、施設の利用者の増

加や利便性を高めるための取り組みがなされ、その効果があ

ったか。 

  ③ 複数の施設を一括して管理する場合、施設間の有機的な連

携が図られ、その効果が得られているか。 

  ④ 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。 

 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

 門司港レトロ観光施設の指定管理２期目にあたり、指定管理者の構成企業が第３種旅

行業を取得し、門司港レトロパッケージ商品を構築した。 

 具体的には、関門連携の一環として関門汽船観光券契約を締結し、関門汽船乗船を組

み合わせた旅行商品を造成した。 

 また、おもてなしの宿の会と宿泊券契約を締結し、宿泊斡旋を始めた。 

 海外集客事業では、韓国・台湾を中心にセールスを実施した。 

 国内では修学旅行誘致を新規事業とし、沖縄県の修学旅行誘致に取り組み、沖縄県北

谷中学校の来訪があった。また、北九州市フィルムコミッションともタイアップして、

和歌山県新宮高校などの来訪があった。 

 平成２５年７月にオープンした旧大連航路上屋については、他５施設（関門海峡ミュ

ージアム・旧大阪商船・旧門司三井倶楽部・旧門司税関・門司港レトロ観光物産館）の

貸室情報と一体管理することで、貸室希望者への最適な施設案内、予約情報の提供を行

った。また、関門海峡ミュージアムと連携して西海岸エリアへの集客増を図るため、両

施設を巡る企画展（こども絵画コンクール、帆船模型展）を開催した。さらに関門海峡

ミュージアムに入館した学校団体の雨天喫食スペースとして旧大連航路上屋を活用する

など、集客促進を図った。 

 平成２５年度については、門司港レトロのシンボルとも言える門司港駅舎が保存修理

工事のため、大幅な観光客数の減少が懸念されたが、上記取組みのほか、地元団体と連

携したイベント実施などの効果もあって、平成２４年度に指定管理を行っていた４施設

（関門海峡ミュージアム、旧門司三井倶楽部、旧大阪商船、門司港レトロ展望室）の総

入館者数は 1,072,796人で、平成２４年度入館者数 1,058,812人を上回った。 

※門司港駅保存修理工事の着工が報じられた平成 24年 9月以降、平成 24年度第三四半

期において各施設の平均入館者数は１３％減少した。 
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 ４施設の入館者数対前年比較 

年度 【参考】平成２４年度（更新前） 平成２５年度 対前年比 

目標 1,042,377人 1,055,350人 101.2% 

実績 1,058,812人 1,072,796人 101.3% 

対目標比 101.6% 101.7%  
 

 （２）利用者の満足度 

１５ ４ １２ 

  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。 

 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

利用者アンケートの結果では、８施設の平均でも９割以上が「非常に満足」または「満

足」と答えている。各施設の内訳は下表のとおり。 

施設 
関門海峡 

ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 
旧大阪商船 

旧門司三井 

倶楽部 

門司港ﾚﾄﾛ

観光物産館 

門司港ﾚﾄﾛ 

展望室 

門司港ﾚﾄﾛ 

駐車場 
旧門司税関 

旧大連航路 

上屋 

H25満足度 81.3％ 97.3％ 97.0％ 91.7％ 96.0％ 99.7％ 94.3％ 89.3％ 

参考 

H24満足度 
92.0％ 96.3％ 97.4％ 95.6％ 93.0％ 96.3％ － － 

従来の門司港レトロ総合インフォメーションのほか、新たに旧門司三井倶楽部に設け

た「門司港コンシェルジュ」により、さらに決め細やかな案内、サービスの提供に努め

た。アンケート結果にも、クルーの対応を褒めるものが多い。 

また、８施設一体管理の効果で、情報共有できており、観光客のニーズの把握やクレ

ームへの対応、あらゆる観光客への情報提供も可能となった。 

平成２５年度から新たに、旧門司税関において着物レンタルステーション「れとろこ

まち」を運営。着物の着付け、レンタルと融合した「こまちカフェ」を営業し、新たな

観光スポットとして注目された。 

また、各施設においては清掃や魅力作りを徹底し、花壇を整備し、季節の花が絶えな

い景観づくりにも取り組み、おもてなしの心を大切にする運営がなされた。 

２ 効率性の向上等に関する取組み ３０  １８ 

 （１）経費の低減等 

２０ ３ １２ 

  ① 施設の管理運営（指定管理業務）に関し、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、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、
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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。 

 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

項 目 H24年度決算額 H25年度提案額 H25年度決算額 

支出 442,729千円 511,949千円 509,692千円 

【参考】指定管理料 272,465千円 340,292千円 340,292千円 

各施設一体管理により、共通業務については一括発注し、クルーについても一括雇用

し、効率的な配置により質を落とすことなく経費の削減に努めた。 

清掃、警備、設備保守点検等の再委託については、設備担当者が一括管理し、受託者

から作業計画や日報の提出を義務付け、連携を図ることで適切な業務遂行がなされた。 

項 目 平成２４年度決算額 平成２５年度提案額 平成２５年度決算額 

光熱水費（６施設） 40,106千円 44,124千円 47,441千円 

光熱水費（平成２５年度施設全体（８施設）） 56,988千円 54,316千円 

 また、光熱水費については、平成２４年度に管理していた６施設の比較で、対前年 

7,335 千円の増加となっている。原因としては、電気料金の大幅値上げと夏季の猛暑の

影響が大きい。その状況下で、関門海峡ミュージアムの空調機について電気方式、ガス

方式の配分の見直しを行い、光熱水費の上昇を最小限に抑制する努力を行った。 

 これらの取組みにより、８施設合計経費の決算額については予算額内に納まっている。 

 

 （２）収入の増加 

１０ ３ ６   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。 

 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

項目 平成２４年度決算額 平成２５年度提案額 平成２５年度決算額 

利用料金収入 121,214千円 127,650千円 124,051千円 

テナント収入 13,989千円 12,966千円 14,119千円 

自主事業収入 23,043千円 26,213千円 25,327千円 

その他収入 10,471千円 4,828千円 12,230千円 

合計 168,717千円 171,657千円 175,727千円 

施設内の展示イベントに留まらず、門司港レトロ全体を活用した、多彩なイベントを

開催し、集客向上、滞在時間の延長に努めた。 

 また、修学旅行や一般団体旅行のほか、海外旅行の誘致にも積極的に取り組んだ。 

特に、県内小中学校の校外学習等での誘致にも積極的に取り組んだ。 

 旧大連航路上屋の開館時や関門海峡ミュージアムの 10周年記念の式典の際には、企画

展を開催したほか、メディアとタイアップしてＴＶＣＭを作成し広報活動にも力を入れ

た。 

 収入面に関し、その他の事業として関門海峡ミュージアムでは 8 月の関門海峡花火大

会の際にツアーバスを誘致、また旧大阪商船では 5 月にわたせせいぞうの特別展を開催

し収入を増やした。 
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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）施設の管理運営（指定管理業務）の実施状況 

１０ ３ ６ 

  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 地域や関係団体等との連携や協働が図られたか。 

 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

 総合的な管理事務所を観光物産館内に置き、適正な人員配置のもと、集中的に施設の

管理運営を行った。旧門司税関、旧大連航路上屋についても、一体管理により適正かつ

合理的な人員配置ができた。また、情報の共有により、観光客のニーズにきめ細やかに

対応できるスタッフの配置が可能となった。 

職員に対しては、接遇研修や防犯・防災研修、定期的な個人面談を実施した。 

 また、門司海峡フェスタ、関門海峡花火大会等のまちづくり団体主催イベントに積極

的に取り組んだほか、門司港グルメ会の事務局を務め、地域団体との連携のもと、率先

して事業開催に尽力し、集客に貢献した。 

また、まちづくり団体と共同でまち歩き企画に参画するなど、地元団体の取りまとめ

を円滑に行い、門司港レトロ地区の発展の牽引役になっており、地元団体からの信頼も

厚い。 

 （２）平等利用、安全対策、危機管理体制など 

１０ ３ ６ 

  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（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。 

 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

 個人情報保護マニュアルに基づき、施設利用申請書等の紙面による個人情報は所定の

場所で厳重に保管し、パソコン内の個人情報はパスワードを定期的に変更することで情

報漏洩防止に努めており、適切な管理が行われている。 

 平等利用のための配慮については、毎日の朝終礼のほか、定例ミーティング等で施設

全体で情報の共有化を図り、ベビーカーや車椅子の貸出し等、利用者の世代等により生

じる様々な状況にきめ細かく対応した。 

収支の内容については、複数施設について適切な管理が一元的に行われ、施設ごと、
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収支項目ごとの内訳に対する確認を行い、適切に執行されている。 

 緊急時の対応については、施設の常駐スタッフを中心に自衛消防隊を編成し、消防署

員立会いのもと、定期的に防災訓練を行った。また、訓練の際には警備員や清掃員など

委託業者も含め、訓練に積極的に参加させた。結果として、重大な事故等は発生しなか

った。 

 

 

【総合評価】 

合計得点 ６３ 評価ランク Ｃ 

［評価の理由］ 

安定した観光客誘致のため、積極的なセールスを行っており、団体観光客の確保に努め

ている。また、まち歩き企画やコンシェルジュの配置など新しい試みも積極的に取組み、

常にサービス向上や門司港レトロのイメージ向上に対する高い意識を有している。 

地域と連携したイベントについても自ら開催したり、事務局を努めたりと地域振興への

貢献度も高く、信頼を得ている。 

 

［今後の対応］ 

消費増税や天候の影響により、観光客数については不安定な要素も多いが、なお一層の

質の向上による満足度を高め、門司港レトロのブランドイメージ向上に寄与していただき

たい。 

 

 

［北九州市指定管理の評価に関する検討会議における意見］ 

※ 指定管理の評価に関する検討会議における意見を記入することがありますので、所

管局では記入しないでください。 

 

【評価レベル】 

評価 

レベル 
乗 率  評価レベルの考え方 

５ １００％ 良 い 要求水準を大幅に上回り、特に優れた管理運営がなされている 

４ ８０％  要求水準を上回り、優れた管理運営がなされている 

３ ６０％ 普 通 要求水準を満たしており、適正に管理運営がなされている 

２ ４０％  要求水準を下回る管理運営がなされている 

１ ２０％  要求水準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 
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【総合評価】 

Ｓ：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） 

Ａ：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） 

Ｂ：総合評価の結果、やや優れていると認められる 

 （合計得点が７０点以上８０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６０点以上７０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５０点以上６０点未満） 

    Ｅ：総合評価の結果、かなりの努力が必要であると認められる 

      （合計得点が５０点未満） 


