
様式1　　【運営実績評価】

平成　30年　７月　26日

施　設　名

施設所管課

指定管理者名

１　指定管理者が行う業務

委託業務の
内容

２　施設の利用状況等 (人)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

29年度 13,248 12,572 7,524 13,679 18,758 9,746 9,338 7,219 7,382 6,027 9,741 10,644 125,878

28年度 10,688 16,194 9,589 11,911 17,695 8,405 11,499 8,123 8,119 6,417 9,707 11,146 129,493

27年度 7,521 11,921 7,818 9,812 13,396 9,596 11,915 7,819 7,397 6,295 8,274 8,317 110,081

26年度 8,703 11,084 8,619 12,937 16,514 8,796 10,459 8,580 8,229 6,673 10,970 7,165 118,729

(税別)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

29年度 207,940 339,900 356,410 158,360 173,620 227,460 209,850 386,860 147,740 253,840 146,260 121,000 2,729,240

28年度 111,400 194,920 298,030 176,020 47,760 133,560 239,020 433,520 162,010 207,290 274,860 191,960 2,470,350

27年度 213,650 327,140 160,790 246,290 135,860 120,470 392,910 319,220 268,790 205,300 114,870 148,950 2,654,240

26年度 317,510 309,490 247,150 743,480 337,480 159,700 297,130 444,900 222,540 268,220 287,270 171,880 3,806,750

３　利用者からの意見への対応

利用者意見
の

把握方法

利用者数

利用料金収
入

①職員による利用者とのコミュニケーション
②館内設置の｢館長への意見・提言ボックス｣
③館内設置の｢リクエストボックス｣
④講座・ワークショップ終了時のアンケート
⑤校外学習プラン利用後のアンケート
⑥企画展及びイベント時のアンケート
⑦ポータルサイトの｢館長へのメール｣及び｢問い合わせメール｣
⑧有識者による｢県民代表者会議｣の提言　　　　　　　　　　　等

かがわ県民情報サービス株式会社 指定期間
平成26年4月1日～
平成31年3月31日

①施設の維持管理に関すること
②施設の運営に関すること
③施設等の利用承認等及び利用料金の収受に関すること
④その他施設の管理に必要な事項

県からの
委託料

H26年度　239,760千円
H27年度　238,680千円
H28年度　237,600千円
H29年度　236,520千円
H30年度　235,440千円

指　定　管　理　者　管　理　運　営　状　況　検　証　調　書　①

情報通信交流館（e-とぴあ・かがわ） 所在地 高松市サンポート2番1号

情報政策課
施設所管課
連絡先

087-832-3140（内線2233）



開館前に正面玄関前の共有スペースで休憩できる椅子を
設置してほしいです。

共有スペースの管理者と協議し、長椅子を設置いたしまし
た。

利用者からの苦情･要望 対応状況

講座アンケートは講座終了後ではなくテキスト購入時に
もらえると昼休みの時間を利用してゆっくりと記入でき
ますので何卒よろしくお願いします。

講座で配布収集しておりますアンケートは90分ないし180
分間の講座を通して受講して頂いた上で、記入して頂き講座
開発の為の分析・判断材料とさせて頂いております。講座途
中でご記入いただくと正しい数値が汲み取れません。より良
い講座を提供させて頂くため、お手数ですがご協力お願い致
します。

合同庁舎からトイレ化粧室がまる見えでは不安です。 女子トイレ化粧室の窓にカーテンをつけて対応致しました。

講師アシスタント共に親切丁寧にご指導いただき感謝している。

パソコンの正しい知識が得られる貴重な場所です。

無料で丁寧でとてもよかったです。サポートがあるのがいい。

説明がわかりやすい（テキストとの同時進行のため）わからない所はその場で教えていただけるので勉強になります。

今まで自己流でやっていました。基本をお教え頂き、学びの大切さを実感しました。自己流でやっていたことを、正し
く知ることができてとてもこれからやっていく上の力となりました。

校外学習で子どもたちは新しい発見があり、目を輝かせて活動していました。ここを選んでよかったと思いました。お
うちの人とまた訪れたいという意見がたくさん聞かれました。充実した一日を過ごさせて頂きありがとうございまし
た。

夏のイベント「西日本初の巡回展」開催、本当にありがとうございました。多くの人がビデオゲームの歴史を体験でき
たと思います。ＳＴＡＧＥ２の開催も期待しています。

「あそぶ！ゲーム展」に行ってきました。歴史的なお宝ゲームや、インベーダーやパックマンの開発資料や、懐かしの
ゲームを遊び放題やらで昭和のオジサンは感涙でした。企画した人、スゴイなあ。よくぞ香川に呼んでくれました。ま
た行きたいな。

インターンシップの３日間は、お客様から見ると生徒ではなく、職員とみられるという言葉が特に印象に残りました。
この貴重な体験を今後の高校生活に活かし、さらに自分を磨いて進路選択にも役立てたいと思っています。

とてもわかりやすいテキストと説明内容で初めてでも安心して受講できました。他の講座も参加したいと思いました。

利用者からの積極的な評価

校外学習で作成したポストカードを送って頂き、ありがとうございました。子どもたちがとても嬉しそうに友達と見せ
合って持って帰りました。楽しい活動ができ、日記に「一番楽しかった」と書いている子もいました。



４　管理運営状況の評価

項　　目
人事･行革
課の評価

県の指示事項
への対応

月1回の運営協議会での報告の他、随時連
絡を取るようにしている。県からの指示事
項は、迅速かつ的確に対応している。

月１回の運営協議会で報告を受けるほか、
適宜連絡を取り、適切に事前協議ができる
体制が確立されている。
また、県からの指導・指示事項に対して
は、常に、迅速かつ適切に対応している。

法令等の遵守

関係法令については、親会社の法務部門と
連携をとり遵守している。また、毎年情報
セキュリティ研修と同時にコンプライアン
ス研修を実施している。

「サンポート高松交流拠点施設条例」「サ
ンポート高松交流拠点施設規則」に基づ
き、適切に指定管理業務を実施している。
県との包括協定に基づき指定管理者が行う
べき手続きについても適切に履行されてい
る。

職員配置

無理のない人員配置をし、繁忙期は、適宜
配置を移動させ対応している。

事業計画書に定められた人員配置がされて
おり、サービスを問題なく提供できる体制
が整備されている。

緊急時の体制

緊急連絡網を作成し、迅速に対応できるよ
うにしている。また、関連施設の、緊急連
絡先については、事務所内に常に掲示して
いる。

緊急事態の種類に応じた各種マニュアルの
策定、避難訓練や救急救命講習等の定期的
な実施、県やシンボルタワー管理者との緊
急時の連絡体制の整備、ＡＥＤの設置等に
より、体制の整備ができている。

法令等の
遵守等

A

建物・設備の
保守点検及び
維持管理

｢事業計画書｣に基づき適切に管理してい
る。日次点検として、開館前、開館中の巡
回、閉館後に確認を実施。また、年2回の
総合点検により不具合を修繕している。

事業計画書に基づき、毎日の自己点検・巡
回に加え、日常点検において確認できない
場所を含めた重点点検箇所を中心として、
年２回の総合点検を実施しており、修繕が
必要な箇所があれば、修繕・補習・交換を
実施している。
点検結果も適切に記録されている。

安全性の確保

＜利用者への安全性の確保について＞
①消防計画書を作成し、建物全体と連携し
年3回程度訓練を実施。不測の事態に備え
ている。
②｢事業計画書｣に記載のとおり、非常時の
対応についてマニュアルを作成している。
③シンボルタワー防災センターと連携し、
不測の事態に迅速な対応が取れるようにし
ている。
④開館前の朝礼時にスケジュールの確認及
び安全の確認をし、安全対策を行ってい
る。
⑤非常ブザーを受付カウンターに設置し、
不審者対策を行っている。
⑥復元ソフトを導入し、利用者の情報が漏
洩しないように対策している。
＜情報通信機器の安全性確保について＞
①年1回情報セキュリティ監査とサーバー
の脆弱性診断を実施している。
②監視サーバーを設置し、不具合時は、
24時間の体制をとっている。
③メディアステーションにおいて日時点検
として、ウイルス検査を無作為で実施して
いる。

事業計画書に基づき、施設の保安警備業務
を行っているほか、緊急時対応マニュアル
に沿った利用者の安全確保が図られてい
る。平成29年度には対応マニュアルを一
部改正し、J-ALERTにも対応した。

セキュリティ監査及びサーバーのセキュリ
ティ診断については、問題点等を適時確認
し対応しており、情報セキュリティ事故に
ついては発生していない。

また、賠償責任保険・店舗総合保険・動産
総合保険に加入し、万が一の事故に備えて
いる。

物品・備品管理

県からの貸付物品については、年１回台帳
との照合作業をしている。

県からの貸付物品は適切に管理されてお
り、貸付物品一覧表に記載された物品はす
べて、良好な状態で管理されている。
また、指定管理者所有の物品についても同
様に、県の備品台帳に準じた様式の一覧表
を作成して管理されている。

A A

細項目 指定管理者による自己評価 施設所管課の評価

適正な管理
運営の確保
の状況

利用許可

｢管理規定｣及び｢事業計画書｣に基づき、厳
選且つ平等に審査している。

「香川県サンポート高松交流拠点施設条
例」「香川県サンポート高松交流拠点施設
規則」の利用に係る規定に基づき、厳正か
つ平等に審査のうえ承認しており、関係書
類の保管状況も適正である。

A



労働関係法
令遵守の状

況
A A

利用者サー
ビスの維持
向上の状況

A A

利用者満足度
調査

各種アンケートやヒアリングを実施し、利
用者の声を調査し適切に対応している。

アンケートやヒアリングを適宜実施し、利
用者の要望等に沿った運営を実施するよう
努力している。

苦情等への
対応

年間数件発生する苦情については、利用者
サービス担当が集約把握し、その都度適切
に対応している。
その後、月に1度開催している全体会議に
おいてすべての職員と内容を共有してい
る。

苦情があった場合は月報等により報告され
るほか、特に重要なものについては適宜県
に報告される等、適切な運用がなされてい
る。

広報、ＰＲ、
情報提供の実
施

年間を通じて定期的に発行するパンフレッ
ト類とイベントや催事に合わせて発行する
チラシ等により広報活動を行っている。ま
た、小・中・高を年1回訪問しPRやニー
ズ調査を実施している。
公式のSNSを展開し、ポータルサイトや
ブログと連動する形で、情報を発信してい
る。

講座案内、イベント案内などのチラシやパ
ンフレットを、県内の配置協力場所に広く
設置しているほか、県の広報誌やラジオ番
組での広報、報道発表などを実施してい
る。また公式Facebook、公式Twitterも
開設しており、ネット上での情報発信にも
努めている。

利用促進

すべての世代の県民に利用・体験いただけ
るよう、企画している。また、団体利用や
共催協力事業等を積極的に受け入れ実施し
ている。

自治体や学校との共催、協力事業の実施
や、各種団体との協力による新規事業の実
施等、様々なアプローチにより利用促進を
図っている。
また、ゴールデンウィークや夏休みは休館
日を変更し、県民の利便性の向上を図って
いる。

各種事業･
プログラムの
内容

＜イベント・企画展＞
ICTの利活用を体験できるイベント(企画
展)を年間事業計画書に記載しているとお
り実施している。
＜講座・人材育成＞
従来のOffice系講座から、PCを活用した
作品制作を楽しめるように企画している。
時代の流れを見極めながら、内容を変更し
ている。
＜県民参画活動支援＞
各種団体の要望を聞き取りしながら、協同
で事業を実施している。

事業計画書に基づき、施設の設置目的に応
じた事業を実施している。
また、時代の変化に応じたタブレット講座
の実施やデジタルアートやものづくり、
「マインクラフト」を利用した子ども向け
の創作講座、ライトユーザー向けのカメラ
講座など、常に新たな需要を見極めながら
企画を行っている。
また、若者の利用が多い民間イベントサイ
トを利用した告知を行うなど、周知にも工
夫を凝らしている。
県民からの意見などをもとに、可能な限
り、利用者のニーズを取り入れた講座内
容、日程を取り入れるなど、積極的な努力
がされている。

労働関係法令

関係法令については、親会社の法務部門と
連携をとり、遵守している。また、情報セ
キュリティ研修と同時にコンプライアンス
研修を実施している。

雇入時、労働者に対し、労働条件等を明示
した雇用契約書や労働条件通知書を交付し
ている。労働者の雇用は、最低賃金を上回
る賃金でされている。
就業規則が作成され、３６条協定も締結さ
れている。時間外労働に対しては、適切に
割増賃金等が支給されている。
賃金の支払状況、定期健康診断の実施状況
についても適正である。

利用者数の状況

毎年目標を１２万人と設定し、ほぼ達成し
ている。

指定管理者が定める目標人数をほぼ達成し
ており、年平均12万人の来館者に利用さ
れている。

個人情報の保護

個人情報の取り扱いに関するルールを定め
ており、年1回情報セキュリティ研修を実
施している。また、情報セキュリティ監査
を実施している。

常勤職員、非常勤職員、運営サポーター等
を対象とした情報セキュリティ研修を実施
している。
また、個人情報を含む電子データへのアク
セス権は限られた職員のみに与える、個人
情報を含む紙媒体の保管は施錠可能な保管
庫で行う、など具体的な内規を定めて取り
組んでおり、情報の保存期間、削除方法等
についても、各項目ごとに定め、事務部門
にて一括して台帳管理している。
また、情報の廃棄も適切に実施している。



《評価指標》 Ｓ：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を上回っている。
Ａ：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を実施している。
Ｂ：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を概ね実施しているが、一部改善を期待する部分がある。
Ｃ：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を下回っている。

人事･行革
課の評価

A A

《評価指標》 Ｓ：適正であり、優れた実績をあげている。

Ａ：適正である。

Ｂ：概ね適正であるが、一部改善を期待する。

Ｃ：改善が必要である。

総　合　評　価

施　設　所　管　課　の　評　価

県民の情報リテラシー向上のために、民間のノウハウを活かした柔軟な事
業を展開し、毎年平均12万人ほどの県民に利用されるなど、利用サービス
の維持向上面において十分に努力しており、サンポート高松の賑わいづく
りにも貢献している。

収支の状況

経費節減の取組

国及び県の政策に従い、クールビズ及び
ウォームビズの取組などにより、室温管理
を適切に行っている。また、ペーパーレス
の会議を実施している。
館内においては、不要な照明・空調等を消
すように努めている。

省エネルギーに配慮し、ランニングコスト
削減等の取組みを実施している。

収支の状況の
把握

四半期毎に決算報告書をまとめ、取締役会
で報告している。月次報告書及び年次報告
書にて報告している。

収支状況の把握については、適正に行われ
ている。

会計処理の状況

承認ルートを明確にし、どの会計処理もダ
ブルチェックしている。また、親会社の経
理部門による厳重なチェックを実施してい
る。さらに、
監査法人による会計監査を実施している。

預金通帳と印鑑等は、別々の者が管理担当
者となり、適切に管理されている。
各種会計処理にあたっては、複数名による
チェックが実施されており、帳簿の作成、
現金の保管状況も適切である。

A A


