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令和元年度第１回指定管理者制度モニタリング会議 

 

議題１「副委員長の選任について」 

指定管理者制度モニタリング会議設置要綱に基づき、髙岡委員を副委員長に選任した。 

 

議題２「指定期間２年度目の個別確認」 

 

〔伊勢原射撃場〕 

（資料の概要を施設所管課から説明） 

 

○前田委員長  

女性競技者を増やすとのことだが、どれくらい女性の来場者が増えたのか。取組の効果が分かる

具体的な数値はあるか。 

○スポーツ課  

具体的な数値は分からないが、指定管理者が地域の大学に積極的に働きかけをして、女性の競技

者も利用していただくよう取り組んでいることを確認している。  

○諸岡委員  

施設の状況を把握するため、利用者の県内県外別の比率や年齢層、男女比率の分かるデータがあ

れば教えていただきたい。 

○スポーツ課  

平成 30 年 10 月２日から 10 月８日の７日間で行ったアンケート結果では、県内県外別の比率につ

いて、回答者233人中、県内が154名で66.1％、県外が79人で33.9％であり、県内利用者が多い。

年代別については、233 人中 10 代が 10 名で 4.3％、20 代が 26人で 11.2％、30 代が９人で 3.9％、

40代が37名で15.9％、50代が53人で22.7％、60代が59人で25.3％、70代以上が38人で16.3％。

未記入が 1人で 0.4％。年代別では、40 代以上が多い。 

男女比については、猟友会が研修で使用したり、警察の射撃講習会を受託したりしているが、そ

れぞれに所属する女性が少ないこともあり、相対的に男性利用者が多い。 

また、利用者の年齢層については、指定管理者から若い人が少ないと聞いている。若年層を増や

す工夫として、10 月のスポーツ月間中に射撃体験ができるビームライフルの競技場を無料開放をす

るという取組を行っている。県外利用者についても、新東名高速道路の伊勢原北インターチェンジ

（仮称）の完成を見据え、関東地方・東海地方の競技団体にアクセスの向上をＰＲし、来場を促し

たいと考えている。 

○諸岡委員  

県内では公設の射撃場は伊勢原射撃場だけなのか。また近隣都県で同様の施設はあるのか。  

○スポーツ課  

県内では公設の射撃場は伊勢原射撃場のみで、民営では神奈川大井射撃場がある。関東近県にも

公設の射撃場はあるが、クレー射撃とライフル射撃の両方の射場を備えている施設は伊勢原射撃場

だけである。 

○神山委員 

現場確認の実施日について、４月から８月は毎月実施しているが、８月以降は期間が空いている。

現場確認の実施日はどのように決めているのか。 

○スポーツ課  

特に決めていない。昨年度は、２期目の指定期間が開始した年のため上半期に重点的に現場確認

を行った。 
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○神山委員  

利用者数の増加割合と比較して収入増加の割合が大きいが、利用者一人当たりの利用料金が高く

なったのか。利用料金の当初予算は、前年度より低く設定されているようだが、実際の決算は大き

く上回っている。 

○スポーツ課  

平成 30 年度に２期目の指定期間が始まり、第１期の反省点を踏まえ、大会の誘致や地元への働き

かけ等様々な取組をしたため、収入が増えている。 

○佐藤委員  

収入増の理由はそのとおりかと思うが、収支状況について、利用料金の伸びの割りに利用者数は

伸びていないという印象だがなぜか。 

○スポーツ課  

確認し、後日回答する。  

 

【後日確認結果】 

  利用料金収入の大部分はクレー射撃の放出機代が占めており、放出機代は使用したクレーの枚数

で変わってくる。 

30 年度は、クレー射撃の利用者数が伸びた事に加え、射座の回転率を上げたこと等により、１人

あたりのクレー枚数が増えた。 

 

○髙岡委員  

銃砲を保管するため、防犯対策として、盗難防止対策や機械警備を実施したということだが、極

めて重要な内容であると考える。どのように保管しているのか。 

○スポーツ課  

個人の銃砲の常時保管はしていない。競技中に休憩する際に一時的に銃砲を保管する際は、休憩

室にある保管庫に保管するようにしており、持ち主しか開けられないように鍵がかかるようにして

いる。大会を終日実施する場合は、コンテナを借りて、競技者の銃砲を保管して鍵をかけ、警備員

を配置するなどの対応をしている。 

○髙岡委員  

引き続き適切に保管してほしい。 

○前田委員長  

利用状況、利用者の満足度、収支状況の三項目評価すべてがＳ評価で非常に高い評価だが、新東

名高速道路の完成を見据えたＰＲ等未実施事業があるということだったので引き続き指導をお願い

したい。 

 

〔大船フラワーセンター〕 

（資料の概要を施設所管課から説明） 

 

○諸岡委員  

入園料金について、四季折々の花を楽しめることがコンセプトではあると思うが、バラ等のシー

ズンは園も賑わっているのではないか。季節変動料金制を導入しない理由は何か。 

○農政課 

指定管理者としては、直営時も季節変動料金を設定せずに運営してきたという県民に開かれた植

物園の歴史を引き継いで、現状のままの料金体制で運営していこうと判断したのだと受け止めてい

る。 

例えば、農政課が所管する花と緑のふれあいセンターでは季節変動料金制を導入しているが、入



3

園者数と入園料のバランスを見極める必要があるため、慎重に検討する必要があると考えている。 

○前田委員長  

アンケートの聞き取り調査はいつ実施しているのか。 

季節によって利用者満足度が高くなったり、花が咲いていなかったため利用者満足度が低くなる

といった季節と利用者満足度の関連性について分析しているか。 

○農政課  

協定の段階では、上半期、下半期に２回実施することとしていたが、実際は、７月以降は毎月実

施している。  

季節と利用者満足度の関連性については、冬は植物に関する満足度が多少低くなってはいるが、

春と比較してそれほど大きな差はない。おそらく春等花の多い季節の入園者の層と冬に来る入園者

の層が違っていて、冬に来る層は冬なりのものを求めてくる方がほとんどであり、季節によってそ

れほど差は出ないのではないかと考えている。 

○前田委員長 

苦情・要望等として、花と緑のふれあいセンターのパンフレットを置いて欲しいという要望があ

った。同じ県の施設で、周遊してもらうための何らかの取組は必要と思うが何か対応はしているの

か。 

○農政課 

花と緑のふれあいセンターと大船フラワーセンターの指定管理者同士で連携をとりながら、他の

施設も加えて、スタンプラリーのようなものを実施し、それぞれの施設を回ってもらえるような取

組をしようということで、計画を進めている。 

○神山委員 

無料入園エリアの設置については、構造上現状では難しく、今後の対応については検討中である

とのことだが、実施する方向で検討しているのか、構造上難しいため実施しないでよいと判断する

のか、検討の方向性について伺いたい。 

○農政課 

無料入園エリアを設けようとした目的は、気軽に立ち寄ってもらえるきっかけを作ろうという提

案だった。しかし、入園料を払っていない人と払った人が混在するスペースを設置すると入園管理

ができなくなってしまうため、実現はしていない。ただし、本来の目的が大船フラワーセンターに

来てもらうきっかけづくりであるため、無料入園エリアを設けなかったとしても、裾野を広げるよ

うな新しいイベントや垣根を低くするような企画等の実施によって目的を達成させようと考えてい

る。 

○前田委員長  

無料開放日はあるのか。 

○農政課  

オープン初日は無料にしたが、その後はない。 

○前田委員長  

条例で上限額が決まっている場合、例えば年に 1回神奈川県民の日に入園料を無料にすることは

仕組み上可能か。 

例えば県民にとって来やすい日を１日だけ無料開放して１回でも来ていただければ、リピーター

が生まれて結果的には利用者増、収入増に繋がる可能性はある。エリアを区切って複雑な仕組みを

作るのであれば、思い切って１日入園料無料の日を設ける等の取組をしてみるのもよいかもしれな

い。 

○農政課  

直営時も無料開放したことがあるので、可能であると思う。 

門戸を広げるという意味で、無料開放を実施できるか指定管理者とも検討したい。  
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○髙岡委員  

苦情・要望等で、案内表示が分かりにくいという意見が７件、植物の手入れが良くないという意

見が８件、植物名表示への要望が７件とある。現地調査の際は、案内があったので、どれが珍しい

植物なのかなどが分かったが、案内がなければ難しい。例えば手書きでコメントを書くなどお金を

かけなくてもできることはあると思うので、植物の表示を分かりやすく、よりインパクトのあるも

のになるよう工夫してはどうか。 

○農政課  

植物名の表示については、専門業者と連携しながら分かりやすい表示にしていくと提案があり、

設置に向けて現在、仮ラベルを整備している段階である。 

○前田委員長  

大船フラワーセンターについては、利用状況、利用者の満足度、収支状況の三項目評価すべてが

Ｓ評価で非常に高い評価だが、各委員からの意見を踏まえ、より良い管理運営に繋がるよう指導を

お願いしたい。 

 

議題３「指定期間４年度目のモニタリング結果報告書」 

（資料の概要を事務局から説明） 

 

○前田委員長  

三浦しらとり園について、ボタンを押すと職員がすぐに駆け付けられるナースコールのような仕

組みはあるのか。 

○事務局  

所管課に確認して後日回答する。 

 

【後日確認結果】 

ボタンを押して職員に緊急事態を知らせるといった設備はないが、代わりの設備として、各居室

に集音マイクを設置し、特に夜間支援にて使用している。 

 

○前田委員長  

県民ホールや足柄ふれあいの村で、誤送付・誤送信の事故が起きており、重大な事故になる可能

性があるが、県としてはこういうことが起きないよう指定管理者に指導しているのか。 

○事務局  

施設運営上の個人情報保護やコンプライアンスについては、施設所管課が指導していると認識し

ている。 

○前田委員長  

個人情報保護という大変重要な課題については、指定管理者を募集する際の選定基準に定められ

ているはずである。それでも事故が起きてしまう。是非とも再発防止を図っていただきたい。 

○神山委員 

21 世紀の森について、昨年度との比較では猛暑により利用者数が減少したとしているが、前々年

度からの数値を見ると目標値に対しての達成率が低い状況が続いている。目標値の適正性が問題な

のか、指定管理者の努力が不十分であるためなのか。 

また、利用者数の算出方法として、普通乗用車 1台に対して４名として算出する方法が妥当とい

えるのか。 

○事務局  

目標値は、平成 26年度の実績の約５万人をもとに、平成 28年度を５万人、その後毎年 1,200 人

増加するよう目標設定している。それが適切か否かについては、今後検討されると思われる。 
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算出方法について、施設所管課へ委員のご意見をお伝えする。 

 

【後日確認結果】 

平成 26 年度は、自主事業である「県産材まつり」を規模を拡大して実施するとともに、チラシを

前年度より増刷して広報活動を実施した結果、入園者数が大幅に増えた年度だった。一方で、平成

27 年度以降は、野外施設であるため猛暑や台風などの天候の影響を受けるという点もあり、入園者

数が減少している。 

 

○前田委員長  

神奈川県総合リハビリテーションセンターの苦情・要望等に、食堂がなくなり、非常に不便だと

いう意見があるが、どのような経緯で食堂がなくなったのか、それは、指定管理者の責任に起因す

るものなのか伺いたい。 

○事務局  

所管課に確認して後日回答させていただく。 

 

【後日確認結果】 

食堂は指定管理業務外であり、職員の福利厚生として設置（施設利用者も利用）していたが、給

食業者の経営状態の悪化により、平成 30 年７月末で閉店している。指定管理者の責任に起因するも

のではない。 

 

○諸岡委員  

収支の黒字分の取扱いについて、それぞれの協定で設定していると思うが、その団体の内部留保

として、積立金のような形で処理されているのか、県としてその取扱い方に対してどのように指導

しているのか伺いたい。 

○事務局  

収益が出た場合は、指定管理者の収入になるとしている。内部留保にするか、事業に還元してい

くのかというのは指定管理者の判断となる。 

○諸岡委員  

翌年度の指定管理料を定める際に前年度の収支状況は影響するのか。 

○事務局  

次期指定期間が始まる際に、指定期間中の指定管理料や納付金を債務負担行為の設定等により設

定する。その中で管理運営していただくことが前提であるため、前年度の収支状況で翌年度の指定

管理料や納付金を増減することはしていない。ただし、指定期間を更新する際には、指定管理料や

納付金を見直しており、その際は前期の指定期間中の収支状況を参考に指定管理料や納付金を増減

させることはあり得る。また、毎年度の歳入歳出予算を計上する際は、収支状況の確認をしてお

り、法改正等指定管理者に影響を及ぼす状況変化がある場合は予算額を修正するとしている。 

基本的には指定管理者にインセンティブを与えて管理運営していただくことを指定管理者制度の

前提としている。 

○諸岡委員  

公の施設は利益が上がりやすい施設ではなく、利用料金も上限が定められている中で、経営努力

で利用者を増やし、収入も増やしても、その収益を県に返さなければならないとすると指定管理者

のモチベーションが下がる。しかし、指定管理者が過度に収益を得るというのも税金である指定管

理料を支払っている中で、手放しによしとはできないのが指定管理者制度の難しいところ。 

その中で今まで制度を運用してきているというのは、協定の中で各施設所管課がしっかり指導し

てきたということだと思う。 
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○前田委員長 

2003 年に始まった制度の趣旨としては、努力してサービスが向上するのであれば、それによって

収益を得てもよいということ。なお、指定管理は３年や５年、10 年と期間が決まっており、次期指

定管理者の選定にあたり指定管理者制度による管理の有効性の有無を確認することとしているの

で、その時に、極端に収益性が高いものであれば、民営化という選択肢もありうる。 

 

議題４「令和２年度に指定期間満了予定の施設の管理運営状況総括」 

（資料の概要を事務局から説明） 

 

○神山委員 

地球市民かながわプラザについて、事故・不祥事等への対応を見ると、毎年度大事故に至っては

いないものの、子どものケガが起きている。注意喚起の案内版を設置するなど対応はしているとい

うことで評価はされているが、事故自体を減らす方法がないのか、今後の検討事項として申し上げ

ておきたい。指定管理者として努力していることは分かるが、年に２、３回継続して起きているこ

とを考えると、なんらかの対策が必要ではないかと感じる。 

○前田委員長  

所管課に意見を伝えていただきたい。 

○神山委員 

音楽堂の施設の利用状況について、2018 年度の目標値は「―」となっているが、実績値は出てい

るため、２か年平均の目標値と３か年平均の実績値とを比較して対目標値を出しており、数字の扱

いとして適切か疑問である。 

○事務局 

2018 年度は改修工事のため休館しており、施設来場者の目標値は設定していないが、休館中に二

市八町プロジェクトやアウトリーチ事業を実施しており、その利用者数を実績値に記載している。 

評価については、２か年平均の対目標値をもとにするなど、所管課と調整する。 

○前田委員長  

具体的にいつからいつまで休館していたのか。 

○事務局 

平成 30 年４月から令和元年５月末までである。 

○前田委員長  

今年度においても評価の際に注意が必要と考える。 

 

【後日調整結果】 

  ２か年平均の対目標値を算出し、対目標値は 108.3％となったため、施設の利用状況の評価結果は

Ａ評価となった。 

 

○前田委員長 

神奈川県ライトセンターについて、図書の貸出実績が減少傾向にあり、その要因として、インタ

ーネット上のサピエ図書館の普及とあるが、今後さらに普及が進んだ場合、利用者はより減少する

という見通しなのか。施設の役割が減少してしまうのではないか。 

○事務局  

サピエ図書館の普及が進んだ際の施設の役割については、所管課に確認し後日回答する。 
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【後日調整結果】 

 ・ サピエ図書館の普及により、神奈川県ライトセンターの図書貸出数の減少傾向は続くものと考

えられるが、神奈川県ライトセンターの図書館事業（情報提供事業）は、図書の貸出のみならず、

ボランティアを活用した質の高い図書等の作成（点字、音声及び拡大図書等の作成）でも大きな

役割を果たしている。 

・ 作成した点字図書、音声図書はサピエ図書館にも提供され、その延べ利用者数は、平成30年度

実績（全国）で６万７千人超となっている。 

・ また、神奈川県ライトセンターの役割は、情報提供事業のほかにも、指導訓練事業、スポーツ

振興事業、ボランティア育成事業及び普及啓発事業と多岐にわたっており、今後も有用な施設と

して役割を果たしていく。 


