
選定基準
大項目

小項目
(Ｂ)

実績報
告書

現地※

(1)

指定管理業務実
施にあたっての
考え方、運営方
針等

①指定管理業務全般
を通じた団体の総合
的な考え方、運営方
針
②業務の一部を委託
する場合の業務内容
等

○　大磯港活性化整備計画に位置づけられている飲食提供施
　設や農水産物等物品販売施設を含む賑わい交流施設の整備
　を行い、国土交通省の制度である「みなとオアシス」の登
　録を目指し、新たに賑わいを創出していく。

○　専門業者への委託により各種保守点検及び修繕等を行
　う。

○　職員による日常的な施設内の巡回や清掃業務等の実施に
　より異常箇所や修繕箇所の早期発見に努め、適正な維持管
　理を行う。

〇　大磯港賑わい交流施設の
　整備を行っている。

〇　高圧電線設備等の保安管
　理の委託や、公衆トイレの
　清掃管理の委託管理など適
　切に行っている。

〇　災害時等における緊急作
　動の支障にならないように
　職員による防潮門扉の作動
　確認及び清掃を実施。

〇　今後も施設及び設備の適
　切な維持管理や賑わいの創
　出に取り組むことが望まれ
　る。

〇 〇

(2)

(1)利用承認業
務
(2)維持管理業
務
(3)利用調整業
務

（１）利用承認等の
業務についての実施
方針（収入証紙販売
業務を含む）
（２）清掃業務、巡
視業務、保守点検業
務、修繕等の維持管
理業務についての実
施方針
（３）業態の異なる
複数事業者間（骨材
事業者、漁業者等）
の中立・公平な利用
調整・指導等につい
ての実施方針

○　条例、規則、利用上の取り扱い等を遵守し、港湾関係諸
　法令を熟読することにより、中立性を保ちながら一部の利
　用者が不利益になることのないよう公正に、また、行政と
　いう立場からも承認に当たっての承認条件等の書面におけ
　る指導も行い、業務引継時や事業年度更新時においては特
　に遅延なく利用承認業務等の適正な実施が行えるように体
　制を整備する。

○　駐車場料金の管理は、釣銭不足が発生しないように注意
　し、補充の必要が生じた場合は、速やかに対応するととも
　に、収支データの確認、月集計との整合性を図り、厳重な
　チェック体制を整えて金額に誤差を生じないように管理す
　る。
○　日祝日や夏季等混雑期には係員を配置して、空き駐車ス
　ペースへの誘導や入場規制などを行いながら混乱を防ぐ。

○　収入証紙の販売は、窓口にて、購入金額と収入証紙の金
　額を購入者と確認し、齟齬が生じないよう適切な対応を行
　う。また、収入証紙は金庫に保管し、紛失しないよう厳重
　に管理する。

○　日常において臨時職員が随時施設内を巡回するほか、清
　掃業務等の実施中においても港内に異常がないか気を配
　り、危険箇所や修繕箇所の把握に努め、早急に対応し、危
　険を伴うことが予想される場合には港内放送や掲示板を利
　用して啓発活動を徹底する。

〇　大磯港管理運営の事務を
　担う産業観光課みなと推進
　係を設置し、体制を整備し
　管理事務を執り行っている。
〇　人員配置に基づき、平日
　及び土曜日は4～6人で管理
　業務を行い、5月の連休や8
　月のお盆の時期の日曜日・
　祝日は4人で勤務体制を施
　行。

〇　駐車場管理においても機
　械整備を含む委託運営業務
　の締結し、駐車場自動料金
　精算システムを用いて集計
　を行っている。

○　収入証紙の販売運営に関
　して、適切な管理を実施。

〇　臨時職員により、施設内
　の定期清掃や損傷個所の補
　修等を行っている。

〇　今後も駐車場料金や収入
　証紙の販売に伴う管理、施
　設内の清掃業務や保守点検
　及び来港者へ不快が生じな
　いように除草、剪定を適切
　に行うことが望まれる。

〇 〇

指定期間 Ｈ31.4.1～Ｒ6.3.31

選 定 基 準 別 提 案 内 容 と 事 業 実 績 の 確 認

施 設 名 大磯港

指定管理者名 大磯町

施設所管課 砂防海岸課（平塚土木事務所）

評価項目
審査（評価）の視点

(Ｃ)
提案内容

(Ｄ)
所管課による課題分析等

(Ｆ)

事業実績の確認方法
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施設の維持管理
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選定基準中項目
(Ａ)

その他

指定期間 令和元年度の事業実
績
(Ｅ)

指定管理業務実施にあたっての考え方、運営方
針等
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(3)

(1)利用促進の
ための取組
(2)利用者への
対応、利用料金

（１）①より多くの
利用を図るために実
施する事業の実施方
針、内容等
②より多くの利用を
図るために行う広
報・ＰＲ活動の内容
等
③施設の特性をより
効果的に活かすため
に行う自主事業の内
容等
（２）①サービス向
上のために行う利用
者ニーズ・苦情の把
握及びその内容の事
業等への反映の仕組
み等
②手話言語条例への
対応
③利用料金の設定、
減免の考え方

○　大磯町第四次総合計画後期基本計画においても、重点事
　業の一つとして、「大磯港みなとオアシス事業による交流
　の促進」を挙げ、大磯港周辺を国土交通省の「みなとオア
　シス」として登録し、その拠点として、大磯港に「賑わい
　交流施設」を整備することで、人や情報の交流、賑わいの
　創出、マチナカへの賑わいの拡大を目指す。

○　広報・ＰＲ活動は、大磯町ホームページの「大磯港」と
　「観光情報のイソタビドットコム」を中心に行い、必要に
　応じて町広報紙、地域情報紙及び日刊紙に情報提供を行
　う。
　今後、賑わい交流施設を整備した際には、案内所を設け、
　大磯港及びその周辺地域の観光情報などを発信し、また、
　ＳＮＳなどを通じて広く情報を提供していく。

○　自主事業は、「管理事務所の屋上開放」、「元旦及びダ
　イヤモンド富士による西防波堤遊歩道の開放時間延長」、
　「なぎさの祭典」、「漁業体験イベント」、「大磯市」を
　実施する。

○　骨材事業者と漁業者に対するアンケート、大磯サーフィ
　ン協会等と連携したサーファーへのアンケート、管理事務
　所に備え付けのアンケート、イベント時のアンケート、電
　話、卓話集会、町ホームページの目安箱などによってニー
　ズ等を把握する。

〇　毎月第3日曜日の「大磯
　市（おおいそいち）」を開
　催し、旬の魚や野菜だけで
　なく起業家のアンテナショ
　ップやアーティストの作品
　展のイベントにより多くの
　来場者があった。

〇　SNSやホームページ大磯町
　広報等により広くイベント
　等の周知を図っている。
　

〇　自主事業を実施し、いず
　れもアンケートにより好評
　を得ている。

〇　骨材事業者、漁業者、大
　磯サーフィン協会などにア
　ンケートを実施し、ニーズ
　等の把握に努めている。

〇　今後も広報等による大磯
　港のイベントや開かれた港
　湾に向けた取り組みについ
　て周知を執り行い、利用者
　のニーズ等を把握すること
　に努めて、多くの来港者の
　満足度を向上させることが
　望まれる。

〇 〇

(4)
(1)事故防止等
(2)災害・荒天
時対応業務

（１）①通常の指定
管理業務を行う際の
事故防止等の取組内
容
②事故・不祥事等の
緊急事態が発生した
場合や安全管理の妨
げとなりうる事案を
認知した際の対応方
針
③急病人等が生じた
場合の対応
　・救急救命士等の
配置、救命に関する
職員研修等
（２）①地震、津波
等の災害時及び高
潮、波浪等の異常気
象時の利用者の避難
誘導、県への協力等
についての実施方針
②災害時における緊
急物資受入港として
の対応方針

○　利用者の安全を最優先と考え、職員により管理区域内を
　適宜巡視して危険箇所や修繕箇所の把握に努め、早急に対
　処し、立入禁止区域や防護柵等の管理を行い、危険を伴う
　ことが予想される場合には、港内放送や掲示板を利用して
　啓発活動を徹底する。

○　事故等の緊急事態が発生した場合には、発生状況の確認
　をした中で、消防署や警察と連絡調整を行い、最新の情報
　を入手し、適切な処置を行うとともに、県への報告及び調
　整を迅速に行う。

○　津波等の災害時は、大磯港津波発生時行動マニュアルに
　基づき対応するとともに、マニュアルについては、順次改
　訂を実施する。
○　高波による防波堤越波による臨港道路等の通行止めが生
　じた場合には、臨港道路の車両通行止めに関しての関係機
　関連絡系統フローにより、関係機関との情報共有を迅速か
　つ確実に連絡するとともに、大磯町建設協会と協力し、迅
　速に臨港道路等を通行止めとする。

○　災害・荒天時等については、状況に応じて港内施設の巡
　視強化や事務所内に職員が詰めるなど、24時間の管理体制
　をとり、被害状況の把握に万全を期す。

〇　臨時職員による施設内の
　巡回や清掃業務等の実施中
　においても異常の有無の把
　握に努めている。

〇　防犯面においては、警備
　専門業者の機械警備業務委
　託や地元警察署による巡回
　強化を依頼して周辺を含め
　た安全管理を実施。

〇　令和元年9月及び10月の台
　風時に防波堤を超えて高波
　が打ち寄せたときは、臨港
　道路の閉鎖、西湘バイパス
　への通航制限を実施。

〇　港湾内に流入した土砂な
　どの除去作業を迅速に行
　い、港湾施設利用者に支障
　がないように応急措置を実
　施した。

〇　今後も多岐にわたる安全
　管理業務において、委託業
　者や地域の関係者との連携
　を密にし、安定した業務を
　維持していくことが望まれ
　る。

〇 〇

(5)
(1)地域と連携
した魅力ある施
設づくり

①地域や関係機関
（団体等）との連
携・協力の考え方
②地元企業への業務
委託等による迅速か
つきめ細かいサービ
スの提供に向けた取
組内容

○　町が事務局を務める「大磯港みなとまちづくり協議会」
　において、関係団体等と連携し、各種事業、意見交換等を
　行っていく。

○　大磯町又は近隣市町に事業所のある事業者へ業務を委託
　する。

〇　大磯港みなとまちづくり
　協議会を開催し、港内利用
　事業者、地元町内会など18
　団体で利用者のサービス向
　上につながる意見交換を行
　った。

〇　大磯港に近い地域企業に
　管理業務委託などの業務を
　委託している。

〇　今後も事務局を務める大
　磯町を中心に関係団体との
　連携を図って事業を進めて
　いくことが望まれる。

〇 〇

利用促進のための取組、利用者への対応、利用
料金

事故防止等安全管理

地域と連携した魅力ある施設づくり
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(6) コンプライアンス、個人情報保護、社会貢献
(1)コンプライ
アンス、社会貢
献

①指定管理業務を実施
するために必要な団体
の諸規程の整備、施設
設備の維持管理に関す
る法規や労働関係法規
などの法令遵守の徹底
に向けた取組の状況
（労働条件審査の実施
予定など施設職員に係
る労働条件の確認の有
無を含む）
②指定管理業務を行う
際の環境への配慮の状
況
③法定雇用率の達成状
況等、障がい者雇用促
進の考え方と実績
④障害者差別解消法に
基づく合理的配慮な
ど、「ともに生きる社
会かながわ憲章」の主
旨を踏まえた取組につ
いての考え方
⑤手話言語条例への対
応
⑥社会貢献活動等、社
会的責任の考え方と実
績

○　備品等の購入については、再生紙、リサイクルトナーや
　グリーン購入法適合製品等を積極的に購入し、事務処理に
　おいては、出来る限りペーパーレス化を推進し、省資源化
　に努める。ビンや缶、ペットボトルについては分別の徹底
　を図る。使用電力の節約、排気ガスの排出抑制を図る。
○　「大磯町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する
　対応要領」及び「大磯町職員対応要領に係る留意事項」を
　定めており、規定に従い、障がい者に対する配慮に努め
　る。

〇　大磯町の人材育成基本方
　針に基づき、職員研修等に
　参加。
〇　港湾管理者として知識を
　深めるための各団体が主催
　する研修会等にも参加。

〇　今後も積極的に研修を通
　じて船舶等に関する専門知
　識や技術の向上や人事異動
　による業務引継などで特に
　遅延なく利用承認業務等を
　適正に実施できることを望
　まれる。

〇 〇

※「事業実績の確認方法(Ｇ)」欄のうちの「現地」の欄は、「指定期間 令和元年度の事業実績（Ｅ）」欄の実績を現地で確認したことを示すもの。


