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文起第８７５号－１ 

令和２年９月２日 

（施 設 名）米子市福市考古資料館 

（指定管理者）一般財団法人 米子市文化財団 

（代 表 者 名）理 事 長  杉 原 弘 一 郎 様 

 

米子市長 伊 木 隆 司    

 

令和元年度「米子市福市考古資料館」指定管理者業務評価書 

 

施設名 米子市福市考古資料館 

施設所管課 米子市経済部文化観光局文化振興課 

指定管理者名 一般財団法人米子市文化財団 

指定期間 平成２８年４月１日～令和３年３月３１日（４年目） 

 

【モニタリング終了後の総評】 

【施設所管課】 

協定書及び事業計画書の基準を遵守し、施設の管理・運営を適切に行っている。施設の維持管理に関する

業務は優れた水準であり良好な状態を維持しようと努めている点は高く評価できる。 

今後も様々な取組みを実施し、来館者の満足度の向上や施設利用者の増加に努め、更なる水準の向上を期

待したい。 

【第三者評価】 

① 施設について 

・施設そのものが狭いため、充分な展示ができないので残念。 

・施設自体は老朽化しているが、維持管理を適切にしている。 

・アンケートからみる来館者の展示内容等の評価は良好なのに、館の所在地がわかりにくくて、の回答を

重く受けとめる。何か施策は無い物。 

・展示室内は以前よりすっきりと整理されていて良い、展示も見やすく分かりやすくて良い。 

・室内に冷房がなく部屋を閉め切っているので非常に暑く、来館者（特に高齢の方）のことを考えていな

いと思った。扇風機はあったが電源が入っていなかった。夏場にはこれではよくない。 

② 管理について 

・維持管理には努力されている。 

・日常の清掃業務、修繕の必要な箇所等がないか安全衛生点検を行う等、施設の良好な維持管理に努めて

いる。 

・適正 



・管理は大変だと思います。 

・貴重な出土資料の管理が適切になされていると感じた。 

③ 事業について 

・展示及び施設利用向上の努力が認められる。 

・事業計画に沿って適切に実施されている。 

・事業で収集した個人情報について、取扱い方針を作成し適切に扱っている。 

・適正（展示物，遺跡、米子市） 

・展示の仕方、説明も分りやすかったというアンケート結果から、利用者へのサービス向上がうかがえる。 

・出前講座、古代体験等、小学生向けの講座はとてもありがたい。楽に体験ができて、良いと思います。 

・企画展を随時開催するなど利用者増加への取組みが期待される。 

 

【今後の業務改善方策等の特記事項】 

【施設所管課】 

 引き続き適切な施設管理に努め、今後も関係機関や他施設と連携協力のもとに展示、ソフト事業等の内

容の充実を図ることで、来館者の満足度の向上や来館者数のさらなる増加につながることに期待したい。 

【第三者評価】 

・館名にとらわれることなく南部からの米子への入口の好条件、寄りやすい場所である。米子市内、米子

周辺の全体のガイド、もちろん福市、八幡、成実、尚徳など地域の情報提供・発信もよろしいのでは。 

・若年層の来館者の呼び込みに努力して欲しい。 

・ＨＰ「行事案内」平成２９年から変更がない。適宜更新してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２） 

令和元年度下期「米子市福市考古資料館」モニタリング評価表 〔令和２年８月〕 

 

施設名 米子市福市考古資料館 

施設所管課 経済部文化観光局文化振興課 

指定管理者名 団体名 一般財団法人 米子市文化財団 

所在地 米子市末広町２９３番地 

指定期間  平成２８年４月１日 ～ 令和３年３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 郷土の歴史に関する市民の知識及び教養の向上に資する。 

主な実施事業 埋蔵文化財の適切な保存管理、整理研究等の調査研究、調査成果の展示や普及活用事業を行う。 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （６０点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切

な人員配置がなされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

Ｂ 協定書に定められた適切な

人員配置がなされており、

緊急時の連絡体制、マニュ

アル等が整えられている。 

［資料等確認］ 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・

教育が適切に行われたか 

Ｂ 計画的に職員を研修に派遣

し、業務に必要な資質・能

力の向上に努めている。 

［資料等確認］ 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

Ｂ 企画展、講座、古代学習等

のチラシを作成し学校や公

民館へ配布を通じて、利用

者拡大を図っている。 

［資料等確認］ 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか  ※１ 

 

Ｂ 概ね適切な水準である。 

［資料等確認］ 

(2)利用者の要望把

握等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われてい

るか 

Ｂ アンケートの実施や窓口対

応を通じて、利用者からの

意見・要望の把握に努めて

いる。 



［資料等確認、立入調査］ 

３ 保守点検及び清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 協定書に基づき、消防用設

備等の保守点検が適切に行

われている。第三者に行わ

せる業務は必要最小限であ

る。［資料等確認］ 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 協定書に基づき、日常の清

掃業務や点検が適切に行わ

れている。第三者に行わせ

る業務は必要最小限であ

る。［資料等確認、立入調査］ 

 (3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 協定書に基づいて、適切な

保安・警備業務が行われて

いる。第三者に行わせる業

務は必要最小限である。 

［資料等確認］ 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 協定書に基づき、適切な修

繕が行われ、第三者に行わ

せる業務も必要最小限であ

る。［資料等確認、立入調査］ 

４ 自主事業の実

施に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか Ｂ 事業計画書に沿って、常設

展や企画展、出前講座や古

代体験等の事業を適切に実

施した。 

［資料等確認、立入調査］ 

５ 情報公開・個人

情報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか Ｂ 情報公開の実施体制を整備

するとともに、個人情報取

扱方針を作成し、個人情報

の保護を適切に行ってい

る。 

［資料等確認］ 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案

は具体化されているか 

Ｂ 施設の在り方を正しく認識

しており、事業計画書に具

体的な提案がなされてい

る。［資料等確認］ 



Ⅱ サービスの質の評価 （２５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は

具体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

Ｂ 事業計画書により、利用者

への具体的なサービス向上

策が提案されている。 

［資料等確認］ 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適

正に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ａ 日常清掃業務や安全衛生点

検が実施されており、良好

な状態で施設利用が行われ

ている。 

［資料等確認、立入調査］ 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫

が見られるか 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 事業計画書により利用者へ

の具体的なサービス向上策

が提案され、利用者への接

客・対応も適切である。 

［資料等確認、立入調査］ 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス

水準の向上に寄与する質の高いものであるか 

Ｂ 常設展の実施、出前講座古

代体験学習等のソフト事業

を実施しており、施設の設

置目的にも沿ってサービス

の質を高めている。 

［資料等確認、立入調査］ 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資するこ

とができる管理運営内容であったか 

Ｂ 施設設置目的の達成に資す

る管理運営を行っている。 

［資料等確認］ 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （１５点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか  ※２ 

 

Ｂ 妥当である。 

［資料等確認］ 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

※３ 

Ｂ 妥当である。 

［資料等確認］ 

３ 団体等の経営

状況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか   ※４ Ｂ 妥当である。 

［資料等確認］ 

 



【総評（所管課評価）】 

協定書及び事業計画書の基準を遵守し、施設の管理・運営を適切に行っている。 

施設の維持管理に関する業務は優れた水準であり高く評価できる。 

今後も事業内容の充実を図り、来館者の満足度の向上や来館者数の増加につながる

よう期待したい。 

合計点 

（ 62 ）点/（ 100 ）点 

×100＝（ 62 ） 

平均点 

（ 3.1 ）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は、評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 

  



【補足資料】福市考古資料館 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３１年４ 

～令和２年３月〕Ａ 

前年度〔平成３０年４ 

～平成３１年３月〕Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える

場合は増減理由を記載 

開館日数 292 293     1、 99.66（％）  

施設利用者数 1,642 2,301 △659、71.36（％） 施設利用者の減 

自主事業参加者数 392 625 △233、 62.72（％） 参加者数の減 

施設稼働率 100 100   0 、 100.00（％）  

事業開催数 3 3   0  、100.00(％）  

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３１年４ 

～令和２年３月〕Ａ 

前年度〔平成３０年４ 

～平成３１年３月〕Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える

場合は増減理由を記載 

指定管理料 3,702,000 3,649,000 53,000、101.45（％）  

利用料収入 0 0 － 、  －（％）  

自主事業収入 38,800 28,100 10,700、138.08（％） 体験学習の増 

雑入 41,437 41,330 107、100.26（％）  

合  計 3,782,237 3,718,430 63,807、101.72（％）  

 

（２）支 出 

項  目 本年度〔平成３１年４ 

～令和２年３月〕Ａ 

前年度〔平成３０年４ 

～平成３１年３月〕Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える

場合は増減理由を記載 

人件費 2,241,332 2,043,248 △500,817、80.31（％）  

施設費 1,140,306 1,030,287 88,545、109.40（％）  

 旅費交通費 0 2,944  △2,944、  －（％）  

 通信運搬費 39,235 36,969 △453、98.79（％）  

消耗什器備品費 141,900 0 141,900、 － （％）  

 消耗品費 123,397 120,733 2,664、102.21（％）  

 修繕費 0 53,784 △53,784、 － （％）  

 燃料費 70,743 57,260 13,483、123.55（％） 暖房用灯油使用料の増 

 光熱水費 370,991 364,565 6,426、101.76（％）  

 租税公課 207,000 208,900  △1,900、99.09（％）  

 負担金 2,000 2,000    0、100.00（％）  

委託費 185,040 183,132   1,908、101.04（％）  



事業費 327,427 446,918 △119,491、73.26（％）  

 消耗品費 122,231 127,053 △4,822、96.20（％）  

 印刷製本費 194,040 222,912 △28,872、87.05（％）  

 負担金 11,156 10,553 603、105.71（％）  

委託費 0 86,400 △86,400、  － (％)  

合  計 3,709,065 3,520,453 188,612、105.36（％）  

 

※３ 経営状況分析指標 

項  目 本年度〔平成３１年４ 

～令和２年３月〕Ａ 

前年度〔平成３０年４ 

～平成３１年３月〕Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

備  考 

① 事業収支 197,977 197,977   20,087、111.29（％）  

② 利用料金比率 ― ―      、   （％）  

③ 人件費比率 58.04 58.04 △13.93、  80.64（％）  

④ 外部委託費比率 7.66 7.66    2.48、 147.88(％）  

⑤ 利用者当たり管

理コスト 

1,530 1,530 △230、 86.93（％）  

⑥ 利用者当たり自

治体負担コスト 

1,586 1,586 △229、 87.38（％）  

 

①事業収支：（収入－支出） 

  事業全体が黒字で施設の管理運営ができているかどうか確認する。赤字の場合は、管理継続性の面での課題を解決し、

黒字化のための方策を検討する。 

②利用料金比率：（利用料金収入/収入） 

  収入に占める利用料金の割合。指定管理者の収入源がどこにあり、それが安定したものであるかを確認する。 

③人件費比率：（人件費/支出） 

  支出に占める人件費の割合。支出の中で人件費が減らされすぎていないか、又は費用がかかりすぎていないかを確認

する。 

④外部委託比率：（外部委託費合計/支出） 

  支出に占める外部委託費の割合。外部委託に過度にシフトしていないかを確認する。 

⑤利用者当たり管理コスト：（支出/延べ利用者数） 

  利用者１人当たりにかかる費用。前年度や事業計画との比較、類似施設との比較により施設の効率性を確認する。 

⑥利用者当たり自治体負担コスト：（指定管理料/延べ利用者数） 

  利用者１人当たりにかかる自治体の費用。前年度や事業計画との比較、類似施設との比較により施設の効率性を確認

する。 

 

 



 

 

※４ 団体等の経営状況（年度ごと下期に実施し、上期では行いません。） 

項  目 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 備  考 

①自己資本比率 57.7 51.0 55.1 44.9 62.8  

②流動比率 304.5 238.4 281.4 191.7 323.6  

③固定長期適合率 15.3 15.9 15.6 11.2 11.0  

④総資産経常利益率 -6.5 7.6 2.3 4.4 -0.5  

評  価 （以上の指標を参考に評価する。） 

※貸借対照表と損益計算書を基に計算する。太枠内に今年度の数値を記載し、左側に過去４年分を記載する。 

 

①自己資本比率 

  総資産（資産合計）に占める自己資本（純資産合計）の割合を示した指標。どれだけ借金に頼らず経営をしているか

を示す。比率が高いほど借金（負債合計）に頼る割合が低く、経営が安定していることを示す。一般的には、７０％以

上なら理想企業、４０％以上なら倒産しにくいとされている。 

    自己資本比率（％）＝自己資本÷総資産×１００  【例】800÷2,000×100＝40.0％ 

②流動比率 

  団体の短期的な支払能力を示す指標。１年以内に現金化できる試算を「流動資産」、１年以内に支払を要する負債を「流

動負債」といい、「すぐに準備できるお金」と「すぐに返さないといけないお金」のバランスを比較する。流動資産（す

ぐに準備できるお金）の方が多いほど、支払能力が高いことを示す。１００％以上であれば問題ない。１００％未満で

あれば資金繰りが苦しいとされる。 

流動比率（％）＝流動資産÷流動負債×１００   【例】1,100÷700×100＝157.1％ 

③固定長期適合率 

  固定資産をどの程度、自己資本（純資産合計）と固定負債で賄っているかを示す指標。土地や建物など、この先１年

以上換金できない、又は換金しない固定資産を返済義務のない自前の資金である自己資本（純資産合計）と長期で調達

したお金（固定負債）でどれだけ賄えるかを見る。１００％未満であれば問題ないが、１００％以上の場合は固定資産

の維持調達について流動負債にも依存していることを示すことから、資金繰りが苦しいと考えられるとされる。 

   固定長期適合率（％）＝固定資産÷（固定負債＋自己資本）×１００ 【例】900÷（500＋800）×100＝69.2％ 

④総資本経常利益率 

  団体の総合的な収益力を示す指標。団体の総資産（資産合計）に対して、どれだけの経常利益を稼ぎ出しているかを

示す。比率が高いほど資本を効率的に運用し、収益を上げている。 

   総資本経常利益率＝経常利益÷総資産×１００   【例】200÷2,000×100＝10.0％ 

  



■貸借対照表（例）                         ■損益計算書（例） 

【資産の部】 【負債の部】 

流動資産 

 現金及び預金  400 

 受取手形    500 

 有価証券    200 

流動資産合計  1,100 

流動負債 

 買掛金        400 

 短期借入金      300 

流動負債合計    700 

固定負債 

 社債            300 

退職給付引当金 200 

固定負債合計   500 

固定資産 

 建物及び構築物  200 

 土地            500 

 投資有価証券    200 

固定資産合計    900 

負債合計    1,200 

【純資産の部】 

 資本金     600 

 利益余剰金      200 

純資産合計        800 

資産合計        2,000 負債純資産合計  2,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし。 

 

 

 

６ 利用者アンケートの結果 

元年度アンケート（米子市福市考古資料館）   

問 1当館の所在をどこで知りましたか       

観光案内等  0人    ネットから  1人    知人から  1人（祖母から）   

その他  13人（近所、通りすがり）   

問 2当館場所はすぐわかりましたか      

すぐわかった  14人       わかりにくかった  1人 

売上高   3,000 

売上原価     1,200 

売上総利益     1,800 

販売費及び一般管理費     1,200 

 

 

広告 

人件費 

      700 

      500 

営業利益       600 

営業外収益       200 

 受取利息 

その他 

      200 

        0 

営業外費用       600 

 支払利息 

社債利息 

      200 

        0 

経常利益       200 

特別利益       100 

 外国為替       100 

特別損失        50 

 固定資産売却損        50 

税引前当期純利益       250 

法人税・住民税等        50 

当期純利益       200 



問 3どちらの方面からお越しになりましたか      

市内  10人   市外  4人  （ 大阪府 ）（ 新見市 ）（ 日吉津村 ）（ 琴浦町 ） 

問 4展示内容は分かりやすかったでしょうか     

はい  15人    いいえ  0人        

問 5興味をひかれた展示物はありましたか      

はい  15人 多数のため個別展示品名省略      

いいえ  0人          

問 6当館への意見・感想         

・映像やクイズを作ったらよい。    

・昔のものが、よくわかった。      

・奈良時代に特化した仏教や仏像等の展示企画をしてほしい。  

・展示の仕方、説明もわかりやすかった。無料なのも素晴らしい。 

・入館者を増やす工夫をしたらよい。 

・本物があってすごかった。      

 

性別   男性   8人      女性   7 人       

年齢   １０代    9 人         ４０代    1 人    ７０代   2 人      

   ２０代    0人         ５０代   0 人    ８０代    0人      

   ３０代    1人        ６０代   2人    ９０代  0 人      

 


