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１ 指定管理者候補の選定について 

行政改革推進本部において、保健福祉局及び県土整備局が設置する外部評価委員会の

評価を踏まえ、津久井やまゆり園及び相模湖公園の指定管理者候補を選定した。 

なお、教育局所管の相模湖漕艇場については、教育委員会が指定管理者候補を選定す

るため、行政改革推進本部において、教育局指定管理者選定会議の審査結果の確認を行

った。 

 

２ 行政改革推進本部の開催状況 

(1) 構成員 

知事、副知事、政策局長、総務局長、保健福祉局長、県土整備局長、教育長、教育

局長等 

(2) 説明者 

保健福祉局長、県土整備局長、教育長、教育局長及び事務局（行政改革課長） 

(3) 陪席者 

政策局副局長、総務局副局長、組織人材部長、財政部長、障害サービス課長、都市

公園課長、スポーツ課長等 

(4) 開催日 

平成26年８月19日（火） 
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（参考） 

行政改革推進本部までの選定経過 

○ 外部評価委員会 

・ 構成員 

有識者等５名（原則として、学識経験者、経理に識見を有する者、法務に識見を

有する者、公の施設の事業内容に精通した者、施設利用者代表等から選任。なお、

神奈川県立都市公園及びスポーツ施設指定管理者評価委員会は７名で構成） 

・ 開催状況 

局名 施設名 外部評価委員会名称 
開催 
回数 

開催日 

保
健
福
祉
局 

1 津久井やまゆり園 
県立障害福祉関係施設評
価委員会 

３回 
・11月15日（金） 
・７月８日（火） 
・７月18日（金） 

県
土
整
備
局 

・
教
育
局 

2 相模湖公園・相模湖漕艇場 
（一括募集） 

神奈川県立都市公園及び
スポーツ施設指定管理者
評価委員会 

２回 
・７月24日（木） 
・７月28日（月） 

※ 相模湖公園・相模湖漕艇場は、平成26年５月20日から平成26年７月４日まで再募集を行った。 

 

・ 外部評価の状況 

申請団体から提出された申請書について、選定基準に沿って書面評価および面接

評価を行った。 

 

 

○ 教育局指定管理者選定会議（教育局所管施設のみ） 

・ 構成員 

教育長、教育局長、県立高校改革担当局長、副局長、総務室長、行政部長、行政

課長、財務課長 

・ 開催状況 

平成26年８月４日（月） 

・ 審査状況 

神奈川県立都市公園及びスポーツ施設指定管理者評価委員会の評価結果をもとに、

施設設置者の立場から指定管理者候補の選定を行った（参考資料）。 
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３ 行政改革推進本部における選定結果 

 

○施設番号１：津久井やまゆり園 

(1) 指定管理者候補選定理由 

指定管理者候補 社会福祉法人かながわ共同会 

選定 

理由 

県立障害福祉関係施設評価委員会での評価結果を確認したところ、選定基

準に沿った適切な評価が行われている。 

社会福祉法人かながわ共同会の提案は、評価委員会の評価どおり、重度重

複障害者への対応の項目や強度行動障害への対応の項目、これまでの管理運

営状況等の項目が評価できる。 

 

(2) 県立障害福祉関係施設評価委員会の評価点 

順

位 
団体名（所在地） 

選定基準大項目別点数 
合計点 

 

(100点) 

サービス 
の向上 
(50点) 

管理 
経費の 
節減等 
(25点) 

団体の
業務遂
行能力 
(25点) 

１ 
社会福祉法人かながわ共同会 

（秦野市） 
３８ 9.7 ２２ 69.7 

 

(3) 行政改革推進本部における選定結果 

社会福祉法人かながわ共同会を指定管理者候補として選定する。 
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○施設番号２：相模湖公園・相模湖漕艇場 

(1) 指定管理者候補選定理由 

指定管理者候補 
一般社団法人相模湖観光協会・特定非営利活動法人神奈川

県ボート協会グループ 

選定 

理由 

神奈川県立都市公園及びスポーツ施設指定管理者評価委員会での評価結果

を確認したところ、選定基準に沿った適切な評価が行われているものと認め

られる。 

一般社団法人相模湖観光協会・特定非営利活動法人神奈川県ボート協会グ

ループの提案は、公園と漕艇場の一括募集の趣旨を踏まえ、相互が連携しな

がら、広報ＰＲの充実、施設の保守点検、ボートを利用した湖面清掃による

公園から見た美観の向上、地域と連携した魅力ある施設づくりを図るなど、

公園と漕艇場の一体管理によるサービスの向上や経費節減を目指したものと

なっている。 

また、地元に精通した人材やボート競技の専門人材を配置し、相互が補完

し合いながら業務を効率的に行うことが見込めるため、団体の業務遂行能力

の項目についても評価できる。 

 

(2) 神奈川県立都市公園及びスポーツ施設指定管理者評価委員会の評価点 

順

位 
団体名（所在地） 

選定基準大項目別点数 
合計点 

 

(100点) 

サービス 
の向上 
(50点) 

管理 
経費の 
節減等 
(30点) 

団体の
業務遂
行能力 
(20点) 

１ 

一般社団法人相模湖観光協会・特定

非営利活動法人神奈川県ボート協会

グループ（相模原市） 

４１ ７ １６ ６４ 

 

(3) 行政改革推進本部における選定結果及び教育局の選定結果に対する同本部の確認 

一般社団法人相模湖観光協会・特定非営利活動法人神奈川県ボート協会グループを

指定管理者候補として選定する。 
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４ 議事録（要約） 

 

（黒川副知事） 

ただいまから、行政改革推進本部会議を開催します。 

本日は指定管理者候補の選定を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

（行政改革課長） 

ご議論いただくのは、平成27年度からの指定管理者候補のうち、９月議会に議案を提出

する予定の２件です。 

まず、津久井やまゆり園ですが、県立障害福祉施設等あり方検討委員会の検討結果を待

ち、４月から公募をしていたものです。 

応募者は、現在の指定管理者である社会福祉法人かながわ共同会の１者のみです。 

提案内容は資料記載のとおり、外部評価委員会における総合的に必要な水準を満たすと

認められるとの評価を受け、かながわ共同会を指定管理者候補とする案となっております。 

次に、相模湖公園・相模湖漕艇場についてです。前回募集した際の評価点は54点で、最

低基準点である60点を満たさなかったため再募集していたものです。 

応募者は前回同様、一般社団法人相模湖観光協会と特定非営利活動法人神奈川県ボート

協会のグループの１者のみです。 

今回の提案は、前回と比べますと施設の一体管理をいかしたサービスの向上、例えば相

互が連携した維持管理や広報の充実などが評価されています。評価点ですが、サービスの

向上については前回の33点が今回は41点、業務遂行能力については前回の14点が今回は16

点となり、合計点も前回の54点を上回る64点となっています。以上のことから、同グルー

プを指定管理者候補案としております。 

説明は以上です。 

（黒川副知事） 

いま説明があった２件は、次の議会の議案になります。 

まず津久井やまゆり園から議論します。ご意見、ご質問があればお願いします。 

（保健福祉局長） 

指定管理料過払い分の精算がありましたので、指定管理料の積算、外部評価とも厳格に

行いました。経費節減の評価がやや低いですが、それ以外はおおむねよい評価を得られた

と考えています。 

（総務局長） 

一者しか応募がない理由は分析されていますか。 

（障害サービス課長） 

このような施設では利用者との信頼関係を築くことが一番大事ですから、他の社会福祉

法人は現在の指定管理者の10年間の実績を考えるとなかなか難しいと判断したのではない

かと考えています。 

（保健福祉局長） 

利用者の障害程度も関係していると思います。 
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（黒川副知事） 

過払い分の精算を求めた団体を改めて指定することになりますが、この点はどのように

考えていますか。 

（保健福祉局長） 

指定管理料の積算にあたっては適切に見直しをしましたし、外部評価委員会でもコンプ

ライアンスについてはかなり厳しく評価しました。もう少し高く評価してもよいのではな

いかという意見もありましたが、厳格な評価を行った結果と考えています。 

（吉川副知事） 

そのような経緯があるにもかかわらず、経費節減の評価点が9.7点にとどまった理由に

ついて分析はしていますか。 

（保健福祉局長） 

この施設に必要なサービスはマンパワーで確保しなければなりませんので、県が積算し

た経費から大きく削減することはできないと思います。その点で評価点は低いですが、指

定管理者の積算そのものは適切であるし、県が求めている水準以上の配置をしているので、

むしろ、社会福祉施設の場合には計算方法の見直しをしてもよいのではないかという意見

が出たほどです。 

この点については、提案された内容以下では県が求めるサービス水準は維持できないと

思っています。 

（黒川副知事） 

他にはいかがですか。 

（県西地域県政総合センター所長） 

県の積算自体が前回よりもだいぶ下がっているという認識でよいのですか。 

（障害サービス課長） 

前回は国費で対応すべき職員の数が増えてきましたので県の積算と重複するところがあ

りましたが、その重複部分についてはしっかり整理しました。整理したうえでさらに削減

を行っています。 

（黒川副知事） 

次に、相模湖公園・相模湖漕艇場について議論します。 

前回、最低基準点に満たなかったので再募集を行ったものです。補足説明はありますか。 

（県土整備局長） 

前回の提案は、一括募集を行う趣旨の理解が十分ではなかったので評価が低くなりまし

た。 

今回は、一括募集の趣旨をしっかりと踏まえた新たな提案が提出されましたので、外部

評価委員会からも高い評価を得ることができました。地元の漁協等と意見交換をしたうえ

で利用調整する、障害者団体も交えて業務を遂行していくなどの提案も見られますので、

今回の結果は妥当だと考えています。 

（黒川副知事） 

教育委員会はいかがですか。 
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（教育局長） 

補足になりますが、共同とすることで経費節減を図っておりまして、たとえば施設の保

守点検の一体化、危機管理マニュアルの共同作成の検討、湖上における事故等といった非

常時対応の相互協力などです。観光協会に在籍する救急救命士の資格者の活用といった面

でも、前回に比べて前向きな提案になっていると思います。 

経費節減については、漕艇場の場長にあたる者の人件費の提示額が募集時から既に削減

されていましたので節減点数は小さくなっています。 

（吉川副知事） 

経費の節減は30点満点中の７点ですが、前回も同じ点数ですか。 

（教育局長） 

変わっていません。 

（吉川副知事） 

業務遂行能力の点数が前回を２点上回ったのはなぜですか。 

（都市公園課長） 

両施設の性格に応じた管理を適切に行える人材の育成とボート等に関する経験者の配置

によるものです。また、先ほども話がありましたが、危機管理にあたっての救急救命士の

有効活用もプラス要素となりました。 

（政策局長） 

サービスの向上が前回から８点伸びていることについて、具体例で分かりやすく説明す

ることが必要だと思います。 

（県土整備局長） 

今までお話した内容のほか、障害者のローイングを支援するパラローイング協会の受入

れ、ボランティア団体等との連携、協働及び育成並びに企業のＣＳＲ活動や学校等との連

携に取り組むとともに、行政や団体等とタイアップしたボート教室や市民大会の積極的な

誘致なども評価されています。 

（黒川副知事） 

他にいかがですか。 

反対の意見は出ていませんが、最後に知事からいかがでしょうか。 

（知事） 

原案のとおりでよいと思う。 

（黒川副知事） 

それでは、指定管理者候補の選定につきましては原案のとおりとします。各局は指定議

案の提出について作業を進めてください。 

 

以 上 
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（参考資料） 

 

教育局指定管理者選定会議（平成26年８月４日） 議事録（要約） 

 

（教育長） 

都市公園と一括募集を行ったスポーツ施設の指定管理者候補の選定を行います。選定結

果は、行政改革推進本部で確認を受けた後に、教育委員会に付議を行い、９月の議会に議

案として提出します。 

それでは、相模湖公園と一括募集を行った相模湖漕艇場について、スポーツ課長から説

明をお願いします。 

（スポーツ課長） 

前回募集した際に１者から応募がありましたが、評価点が54点で最低基準点の60点に満

たなかったため、再募集を行いました。 

今回応募のあった団体は、前回と同じく、一般社団法人相模湖観光協会・特定非営利活

動法人神奈川県ボート協会グループの１者でした。外部評価委員会の評価結果は64点で、

最低基準点の60点を上回りました。 

今回の提案は、公園と漕艇場の一括募集の目的を踏まえ、相互が連携しながら、広報Ｐ

Ｒの充実、施設の維持管理について同種内容の保守点検を一体化することでの経費の節減、

ボートを利用した湖面清掃による美観の向上など、公園と漕艇場の一体管理によるサービ

スの向上や経費節減を目指したものとなっています。また、公園と漕艇場が共同で危機管

理マニュアルを作成することや、救急救命士の雇用を予定していることも評価されていま

す。さらに、地元に精通した人材やボート競技の専門人材を配置し、相互が補完し合いな

がら業務を効率的に行うことが見込まれます。 

なお、節減努力等の項目が25点満点中の２点となっているのは、漕艇場の場長の人件費

の提示額が募集時からすでに削減されているためです。これ以外の項目については、５点

満点中の４点以上となっています。 

（教育局長） 

前回と今回で変わったことは何ですか。 

（スポーツ課長） 

前回は、一括募集の趣旨を踏まえた内容であるとは言い難く、効率的、かつ、効果的な

管理運営体制であるとは認められませんでした。今回は、一括募集の趣旨を踏まえた提案

が行われていると認められます。 

（教育長） 

それでは、原案どおりとします。何か意見はありませんか。 

（参加者一同異議なし）  

（教育長） 

ないようですので、これで教育局指定管理者選定会議の指定管理者候補の選定を終了し

ます。 

以 上 


