
　コンベンション施設（福岡国際会議場、マリンメッセ福岡Ａ館）　 　一般財団法人　福岡コンベンションセンター　

【各項目の評価基準】

配点

協定内容及び本市が求める管理水準よりも特に優れた成果をあげている 5

協定内容及び本市が求める管理水準よりも優れた成果をあげている 4

おおむね協定内容及び本市が求める管理水準を達成している（標準レベル） 3

一部、協定内容及び本市が求める管理水準を達成していない 2

ほとんど協定内容及び本市が求める管理水準を達成できていない 1

区分 配点

1 4

2 4

3 法令遵守 4

4 公平性の確保 4

5 4

6 5

7 施設維持 4

8 環境への配慮 4

9 緊急対応 4

10 経理事務 4

11 目標の達成 3

12 営業活動 4

13 広報活動 4

14
利用者への
情報提供

4

15 事業運営 3

16 国際ＭＩＣＥへの対応 国際ＭＩＣＥへの取り組みがなされたか 3

17 利用者サービスの向上 4

18 苦情・要望対応 4

19 自主的な取組み 5

20 地域経済への貢献 地域経済への貢献に取り組むことができたか 4

21 地域連携 3

22 市施策への貢献 5

23 経費削減 5

24 収支の向上 収支向上への取り組みは十分なされているか 4

25 長期修繕への取組み 4

100

令和２年度の委託・修繕のうち、特命随意契約で委託しなければならない特別な理由のある契約を除くと地域調達率は100％となっている。また、飲食店支援企画「ドラ
イブスルーGO!GO!」を実施し、コロナ禍の中市内飲食店の支援に貢献した。

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

契約の方法や内容を見直し、経費削減に努めている。また、新型コロナの影響により、施設維持管理業務が削減された分についても、委託契約内容を見直し、経費の
削減を図った。

合計点（125点）

新型コロナの影響により、例年実施している博多松囃子の受入はできなかったが、博多臨港警察署、ベイサイドプレイス、サンパレス等の近隣施設や、市内の他のＭＩ
ＣＥ施設と定期的に情報交換を行うなど連携を図っている。

長期修繕計画に基づいた施設の維持修繕及び積立が計画的に実施できたか
修繕・工事は長期保全計画に基づいて実施しているが、補修等により延命可能なものは更新を先送りし、ライフサイクルコストの削減に取り組んでいる。また、令和２年
度は、新型コロナウイルス感染症の影響により修繕等積立資産の積立はできなかったが、修繕・改築等の一部先送りを行った。

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減収したが、委託費等の経費削減を行うとともに、持続化給付金や雇用調整助成金等、国の制度を活用した収益
の確保に努めた。また、経営調整積立資産の取崩しを行い、収支の改善を図った。

ＭＩＣＥに限らず、市が取り組む施策に貢献・協力できているか

第4期指定管理期間にかかるモニタリング項目（令和２年度）

【施　設　名】 【指定管理者】

評価基準

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

台風に伴う高潮発生時や感染症（新型コロナウイルス感染症）などの施設環境を取り巻く危機事案が複雑かつ多様化していることからマニュアルの見直しを行い、不
測の事態に備えている。また、消防法で定める防火・防災管理項目のすべて（ハード面・ソフト面）において所管消防署から 適評価「防火優良認定証」を受けている。

No モニタリング項目 評価内容

　1　業務の履行に関する評価

人員体制

施設の管理運営にあたる人員の配置状況は合理的であったか
業務内容や専門性に応じた適正な人員配置を行っている。また、催事運営部門における一部業務委託化の試行や、オペレーション部において第３課を第１駐車場の
運営やマリンメッセ福岡Ｂ館の共用開始に向けた準備に特化した担当とし、効率的な業務の遂行を行っている。

オンラインを活用した研修の実施やコロナ禍に対応した研修を実施し、職員の資質・能力向上を図る取組がなされた。また、催事運営にあたって、機材の設置等を学ん
だことで補完業務委託経費の削減につながっている。

職員の資質・能力向上を図る取組みがなされたか

Ｂ

法令・条例・協定を遵守し、必要な点検・報告等、適正な運営ができているか
施設の利用者の個人情報を保護するための方策が適切に実施されているか

条例・規則、協定書等を遵守し、適切な管理・運営が行われている。また、新型コロナウイルス感染症対策のため、国及び福岡県の指針に基づいて施設利用ガイドラ
インを策定し、適正利用に努めている。

新型コロナウイルス感染症に関連した施設の対応状況、市のＭＩＣＥ開催支援のリンクバナー設置、第１駐車場の空き状況及び催事に応じた混雑予報等、状況に応じ
た情報提供に努めている。また、Ｂ館供用開始に伴い、主催者向け利用施設の手引きの改定やＢ館のホームページ作成を行った。

サービスの質を維持・向上するための自主的な取り組みがなされ、その効果があっ
たか

新型コロナウイルス感染症対策として、手指消毒液の設置、アクリル板、非接触型体温計の無料貸出等を実施した。また、自主事業として、マリンメッセ駐車場におい
て、飲食店支援企画「ドライブスルーGO!GO!」を実施し、施設の有効活用を図った。

新型コロナの影響により、外国人が参加する国際ＭＩＣＥの案件がなかったが、多様化する食文化に対応するため、レストランのベジタリアンメニューの改善を行った。

苦情・要望等に対して迅速かつ適切に対応しているか

　３　収支状況に関する評価

周辺地域との連携が十分なされているか

主催者及び来場者からの情報を集約し、内部協議・情報共有を行うことにより、即効性のある対応や、設備の更新を実施する等のサービス体制の強化に努めた。ま
た、発生した事件、事故や問題点、その他対処法等の情報を委託会社とも共有化し、問題解決に努めている。

自主的に3ヶ月毎に会計士監査を受けることで、適正で透明性のある経理事務を行っている。新型コロナウイルス感染症の影響による事業収益の減少に伴い、契約の
見直しや業務の先送り等により経費の削減を図っている。

施設管理

施設の保守管理、点検、清掃、備品管理は適切に行われたか
施設の保守点検や清掃等は適切に実施されており、また、備品の修繕・買替の度に台帳を更新するとともに定期的に現物調査を実施して適切な管理を行っている。新
型コロナウイルス感染症対策として、不特定多数が触れる部分については定期的に消毒を行い、国際会議場の換気量増加に伴う空調設備の強化を行った。

４施設の管理規程の利用基準の統一化により、公平性・公正性の明瞭化を図るとともに、管理規定等を遵守し、公平・公正かつ丁寧な対応により、適切な施設利用の
確保がなされている。

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 法定・定期点検の実施や日頃からの巡回点検により、施設の安全性が確保されている。

防犯、防災対策などの危機管理体制が適切であったか

公平で公正な利用確保への取組みがなされたか

利用者の利便性を高めるため、施設や事業に関する情報提供が十分になされたか

コロナ禍における市政策への貢献として、マリンメッセ福岡A館におけるアーティスト支援や施設利用料の減免等を行った。さらに、新型コロナウイルス感染症対策にお
いては市の方針に則り、3施設のキャンセル料を返還するとともに、感染拡大防止にも取り組んでいる。

利用者満足度割合を向上することができたか
利用者満足度の向上に向けた取り組みがなされたか

アンケート調査結果によると主催者の満足度は、例年通りハード面・ソフト面ともに90％を超える高いものであった。また、コロナ対策として、非接触検温器等の無料貸
出や安心快適に施設利用できるよう職員の巡回を心がける等サービス向上に努めた。

省エネルギー、省資源等、環境に対する配慮がなされているか
各施設ともに空調運転の詳細な記録を残すことで、省エネ運転の向上に努めている。特にマリンメッセ福岡Ａ館では、独自の手法を取り入れ光熱水費の大幅な削減を
実現している。

設定した目標を達成することができたか
市の施策に沿った催事を開催できたか

新型コロナの影響により、利用率・利用者数・国際会議の件数等は大幅に目標を下回った。通常の催事が開催できない中、屋外での催しやオンライン開催など新たな
形の催事にも取り組んだが、これらについても新規顧客へのさらなる営業が望まれる。

コンベンションゾーンの施設相互利用の取り組みがなされたか 新型コロナの影響により、複数施設相互利用する催事は大幅に減少した。今後は、マリンメッセＢ館も含めた施設相互利用の新たな取組みが望まれる。

ＭＩＣＥ誘致強化に向け、計画的なマーケティング・営業活動が実施できているか

施設の設置目的に沿った適切な広報活動を行い、効果が上がっているか

市・Meeting Place Fukuokaとの緊密な連携の下、誘致活動に取り組んでおり、コロナ禍においてオンラインによる面談等を通じて、国際会議等の開催が決まるなど誘
致に成功している。また、マリンメッセＢ館も含めた営業活動にも取り組んだ。

策定した広報戦略を基に、より効果的な広報活動に努めている。また、マリンメッセ福岡Ｂ館の提供開始（利用受付開始）に伴う広報を重点的に行った。

事故発生時や非常時の対応などが適切であったか
緊急時に備え、財団・防災センター職員だけでなく催事主催者にも危機管理対応マニュアルの周知を図るとともに、消防・警察による研修等も実施し、緊急時の対応に
備えている。

帳簿等を備え、適正な経理事務を行っているか

　2　施策目的の達成及びサービスの質に関する評価



４　実績

国際会議場

マリンメッセＡ館

国際センター

国際会議場

マリンメッセＡ館

国際センター

国際会議の開催件数 全施設

学術会議の開催件数 国際会議場

国際会議場

マリンメッセＡ館

国際センター

国際会議場

マリンメッセＡ館

国際センター

国際会議場

マリンメッセＡ館

国際センター

２施設利用

３施設利用

４施設利用

国際会議場 マリンメッセＡ館 国際会議場 マリンメッセＡ館

施設・設備・備品 97.5% 90.9% 96.0% 90.0%

スタッフサービス 96.3% 100.0% 98.0% 100.0%

レストラン 16.8% 9.0% 30.0% 20.0%

総合満足度 95.1% 90.9% 96.0% 100.0%

来場者の満足度 総合満足度 - - 58.0% 71.0%

委託

修繕

５　指定管理者における不適切な行為

改善状況

６　総合評価

複数施設を利用した催事の開催件数

目標利用率の達成状況

目標

400,000人

0件

令和２年度

19件

目標利用人数の達成状況

70,657人

72,979人

48,417人

-

31.8%

1,200,000人

480,000人

モニタリング項目

14.7%

20.3%

令和２年度

75.0%

84.0%

85.0%

24件

0件

34件

323件

20件

9件

-

25件

前年度

71件

7件

13件

2件

5件

18件

-

3件

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、目標利用率や目標利用人数等は前年度を大きく下回る結果となったが、駐車場を活用した新しいスタイルの催事やオンライン・ハイブリッド催事の実施等、新たな取組みを行った点が評価で
きる。
　新型コロナウイルス感染症に伴う国・県の要請を踏まえ、施設利用条件及び催事種別ごとのガイドラインを作成し、随時改正を行い、ホームページを通じて情報提供を行うとともに、感染拡大防止の取組みとして、施設利用者への検温、アルコール
消毒液の設置、催事後の消毒の徹底などを行っており、安全・安心に催事が開催できる環境づくりに努めている。
　マリンメッセ福岡Ｂ館の開館に伴い、マリンメッセ福岡A館との催事調整等を行い円滑なサービスを行えるよう努め、マリンメッセ福岡B館の利用の手引き・ホームページの作成、第１駐車場の空き状況及び催事に応じた混雑予報等状況に応じた情報
提供を行い、サービスの向上に努めている。
　また、新型コロナウイルス感染症による影響で、コンベンション事業収益が落ち込んだが、持続化給付金、雇用調整助成金等、国の制度を活用した収入の確保や、委託料の積極的な見直しを行う等、赤字の縮減に努めている。

●利用者サービスの向上

令和２年度

項目 令和２年度

100.0%

指導状況 不適切な行為の内容

なし

地域調達率
93.7%●地域経済への貢献

前年度

主催者の満足度

項目

0件

0件

8件
●施設相互利用

項目

新規案件の開催件数

重点分野の開催件数

リピーター件数

項目

●目標の達成

●福岡市のＭＩＣＥ戦略への対応


