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指定管理者制度による管理運営状況の総合評価

評価結果 評価区分

Ａ
Ｓ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＢ、ＣがなくＳが半数以上※）
Ａ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価でＢ、ＣがなくＡが半数以上※）
Ｂ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＢが１つ以上）
Ｃ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＣが１つ以上）

施設の維持管理

□施設の維持管理（清掃業務、ごみ収集
業務、保守点検業務、受付業務、警備業
務等）は事業計画どおり実施されている
か

Ａ

□清掃・保守点検・警備などの維持管理
業務は、事業計画どおり実施されている
ことを月例報告書及び随時の現地調査に
より確認している。また、受付業務では
最低１名が常時窓口に待機している。

地域と連携した魅
力ある施設づくり

□地域人材の活用、地域との協力体制の
構築、ボランティア団体等の育成・連携
の取組を積極的に行っているか
□地域企業等への業務委託を行っている
か

Ａ

□ボランティア活動要綱の整備や区民祭
りへの協力、自治会等との防災訓練、競
技団体の協力を得たオープンスタジアム
の開催などを行っている。
□業務委託は専門業者を除き、概ね地域
企業に行っている。

確認項目 確認の視点 項目別評価 内容・評価理由

指定管理業務実施
にあたっての考え
方、運営の方針等

□指定管理業務の総合的な運営方針が守
られているか
□委託した業務は適切に実施されている
か

Ａ

□指定管理業務は、提案コンセプトの実
現を目的とした運営方針に基づき、確実
に実施されている。
□業務委託実績報告書及び随時の現地調
査により、委託した業務の適切な実施を
確認している。

　古くからの唯一の県立の運動公園として、通常の公園施設に加えて様々な設備と有料施設を適切に維持し、各競技団体との
調整を図るなど、円滑な運営に努めている。また、競技団体のみではなく、一般の利用者（観戦者）へのサービス提供にも取
り組み、来園者の満足度は極めて高く、リピーターも増えている。この結果、施設利用に応じた収入増も見られる好循環と
なっているが、令和元年度は感染症拡大防止のため施設利用を休止したことから収入が減少した。安全管理や法令遵守の徹底
を図り、大きな事故や不祥事は生じておらず、苦情や要望にも適切に対応するなど、業務遂行能力は十分である。以上から、
指定管理者制度による管理は有効に機能していると判断されるため、引き続き指定管理者制度による管理運営を行う。

指定管理者制度による管理の有効性 有 無

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

R元
(2019)

年度

評価 評価基準

Ａ
Ｓ：極めて良好
Ａ：良好
Ｂ：一部改善が必要
Ｃ：抜本的な改善が必要

指 定 期 間
H27.4.1

（2015年）
R4.3.31

（2022年）
評価期間

H27
(2015)

年度

指定管理者制度による施設の管理運営状況総括調書
（総合結果）

施 設 名 保土ケ谷公園

指 定 管 理 者 名 公益財団法人神奈川県公園協会・株式会社サカタのタネ・サカタのタネグリーンサービス株式会社・株式会社オーチューグループ

施設所管課（事務所） 都市公園課 横浜川崎治水事務所

評価理由及び今後の対応



ア

ア

※目標値の設定方法
 ア…募集時の提案事項のため、指定期間当初から設定

イ…モニタリング調書作成等のため、便宜的に設定

％ ％ ％ ％ ％

人 人 人 人 人

※　複数回実施した場合や複数対象に向けて実施した場合等は、合計した数値を記載

Ｈ27年度 ５か年平均

評価結果 評価区分

Ｓ
「満足」（上位２段階の評価）と答えた割合が（５か年平均）
Ｓ： 90％以上
Ａ： 70％以上～ 90％未満
Ｂ： 50％以上～ 70％未満
Ｃ： 50％未満　又はＳ～Ｂにかかわらず「不満足」と答えた割合が50％以上

確認の視点 利用者満足度の状況についての評価

利用者満足度調査において「満
足」と答えた利用者の割合
（サービス内容の総合的評価に係
る設問）
※上段：割合、下段：回答者数

87.9

94

Ｈ28年度

91.2

93

Ｈ30年度

95.2

119

Ｒ元(H31)年度

94.3

132

Ｈ29年度

92.0 ％

□事業の広報・ＰＲは効果的に実施さ
れているか

□自主事業は施設の設置目的に合致
し、利用促進につながっているか

□利用促進に向けた取組は適切か

□有料施設の抽選倍率は数十倍に達するほど、ＰＲ効果は十分出ている。
□自主事業として、公園の魅力を高めるギャラリーとカフェの運営を継続
し、利用者ニーズに応えており、日常的な利用者の増加が認められる。
□これらの取組の結果、５か年平均で目標を上回る集客となり、利用促進
に向けた適切な取組が行われている。

３　利用者満足度の状況

評価結果 評価区分

Ａ
利用者数と目標値を比較して（５か年平均）
Ｓ：110％以上
Ａ：100％以上～110％未満
Ｂ： 85％以上～100％未満
Ｃ： 85％未満

社会福祉入所施設と県営住宅におい
て評価を行わない場合、目標値欄に
は定員等を記載する。

確認の視点 施設の利用状況についての評価

対目標値（数）
※下段は率

41,534 人 34,303 人 △ 63,540

720,260 人 784,166

人 対目標値（率）

105 ％ 104 ％ 92 ％ 101.5 ％

人利用者数

人 772,347 人(指定管理者提案値)
設定方法：

835,734 人 818,103 人

目標値
794,200 人 783,800 人 783,800

２　施設の利用状況

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元(Ｈ31)年度 ５か年平均

Ｈ27年度 Ｈ28年度
目標値

736,507 人 763,426 人(指定管理者提案値)
設定方法：

760,618 人 786,115 人利用者数

対目標値（数）
※下段は率

24,111 人 22,689 人

103 ％ 103 ％

90.9

140

□調査の実施方法（対象、時期、回
数、配布方法等）は適切か

□利用者満足度向上に向けた取組は適
切か

□県による計６～７回の調査のほか、受付窓口のアンケート回収箱による
意見の随時受付やＧＷ期間のイベント時の対人アンケートなどにより、意
見集約に取り組んだ。
□利用者の９割以上が満足しており、オープンスタジアム(競技団体の練
習時の一般開放や競技団体とのふれあい教室など)による来園者は数千人
に達するなど、競技者と一体となる機会の提供は好評である。



R元.11

タクシーで乗降のため停車したとこ
ろ、駐車場係員から強い口調で移動
するように言われた。

係員と共に、対応の不手際について謝罪するとと
もに、雇用会社に厳重注意をした。

確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

□積極的に苦情・要望等の把握に取り
組んでいるか

□把握した内容を事業等へ適切に反映
する仕組みを整備しているか

□苦情・要望等への対応は適切か

□日ごろから来場者へのあいさつや声かけを通して、積極的に利用者の意
見を把握している。
□把握した苦情・要望などを真摯に受け止め、関連事業者への情報提供、
相談などのほか、委託事業者への指導など、業務改善に努めている。
□施設の老朽化などへの苦情に対しても、丁寧に説明し一定の理解を得ら
れるよう努めるなど、利用者の視点に立った対応がなされている。

駐車料金の釣銭支払いについて、管
理会社の対応が悪い。

相手に謝罪の上、管理会社に丁寧な対応をするよ
う指導し、６月に返金をした。R元.5

４　苦情・要望等への対応

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

年月 意見の内容 対応状況

H27.5
隣接部での除草要望 直営で除草を実施した。

H28.2
Ａ駐車場下の桝から降雨時に水が吹
いており、今後も心配だ。

テニスコート更衣室に水が溜まって
いる。

排水桝の詰まりが原因であったため、即日清掃を
行った。

カフェで注文したところ、30分以上
も後になって冷えた料理が出され
た。

カフェ委託業者に、繁忙時間帯の対応を改善する
よう指導した。

H27.9

H27.8

H30.4

硬式野球場１-２塁間のイレギュ
ラーバウンドが多かったので改善を
して欲しい。

グラウンド整備の状況確認を職員が複数の目で行
い、改善を図ることとした。

終了時間前に利用中止の指示を受け
た。また、壁打ちはテニスコート予
約者でなければ利用できないと指導
を受けたが、公園利用上問題があ
る。改善を希望する。

テニスコート予約者以外でも壁打ちは可能であ
り、終了時間までの利用可能であることをスタッ
フに徹底する旨を回答した。また、対応した警備
員雇用の委託業者にも利用案内や接遇について再
確認し、再発防止を図った。

H29.2

ピクニック広場での外来種駆除の農
薬散布について、人などへの影響を
表示して欲しい。

メリケントキソウ除去の事前周知において、薬剤
名の看板は設置したが、人や動物などへの影響に
関する内容を追加設置した。犬などの散歩も多い
ことから、今後、同様な対応を図ることとした。

直営で集積物の除去を実施した。

H29.5
高所のため、業者と日程調整中であることを説明
し、後日、委託業者による枝下ろしをした。

自宅屋根に枝がかかっているので伐
採して欲しい。

H30.5



①発生時の詳細な状況
②県職員による確認の状況（内容及び実施日を記入）
③その後の経過（現在に至るまでの負傷者の状況、再発防止策等）
④施設に対する問題点の指摘やクレームの有無（有の場合は概要を記入）
⑤原因及び費用負担の有無（費用負担が有の場合は内容および負担者を記
入）
⑥記者発表の有無（有の場合はその年月日を記入）

R元.6.2

①軟式野球場のファウルボールが民家の屋根にあたった。
②指定管理者からの事故報告により、発生場所を確認。
③飛球の抑制方法を検討の上、利用団体と木製バット限定使用を調整中。
④フェンスの高さ不足。
⑤ボールの規格変更により、従来よりも飛距離が伸びたため。
⑥無し。

H30.1.31

①指定管理者職員が剪定作業中、樹木の刺が手に刺さった。
②2/19：事故発生箇所を確認（負傷者からの報告が2/19であったた）。
③2月になって腫れが生じたため、病院で切開して刺を摘出(2/18)。
④無し。
⑤作業時に保護用手袋を装着していなかったため。労災適用。
⑥無し。

確認の視点 事故・不祥事等への対応についての評価

□事故・不祥事等防止に向けた仕組み
が構築されているか

□事故・不祥事等発生時の対応は適切
か

□毎朝行うスタッフミーティングにより、作業内容の確認と安全確保を
図っているほか、保土ケ谷公園安全管理マニュアル、管理作業安全マニュ
アルを整備し、安全対策研修の実施により、安全意識の向上を図ってい
る。
□事故発生後は、速やかに現地確認の上、再発防止策を講じているほか、
事後の対応も利用者の立場に立ったものであり、対応は適切である。

①売店内のキッチンでフライパンに出火、消防が出動するも自鎮。
②事故報告による確認(H29.8.1)。
③負傷者なし。ガス配管位置の変更、電気調理器の導入、通報手順の確立を
営業契約売店と共有。
④無し。
⑤無し（指定管理者および営業契約業者の備品の損傷のみ）。
⑥無し。

H29.8.3

①管理員が除草中にスズメバチに刺された。
②事故報告による確認(H29.8.3)。
③毒と針を抜出し、詰所で安静後、医療機関で受診、解毒剤と軟膏を処方し
てもらう。
④無し。
⑤作業箇所に営巣していたことに気づかなかった。費用負担無し。
⑥無し。

H30.3.26

①管理員が高木剪定中に、脚立から転落、腰を強打した。
②事故報告による確認(H30.4.26：指定管理者報告日(速やかな報告と再発防
止の安全管理ミーティングの実施を口頭指導))。
③医療機関を受診、痛み止めと塗り薬を処方、２日間自宅待機。
④無し。
⑤脚立設置位置が不安定であったため、費用負担無し。
⑥無し。

５　事故・不祥事等への対応

事故・不祥事等の
概要と対応状況

発生年月日

H29.7.28

①軟式野球場の打球がフェンスを越えて歩行者の脚に当たった。外傷無し。
②8月5日に事故発生個所を確認。
③相手方からの連絡はなく状況不明。金属バットの使用制限を検討中。
④フェンスの高さ不足。
⑤軟式ボールの規格変更により、従来よりも飛距離が伸びたため。
⑥無し。

H30.8.5



単位：千円

※(　)内は収支計画額。令和元（平成31）年度は速報値

(76,617)

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

(174,138) (49,963) (68,792) (174,138) (50,163)

収支差額
21,964 91,814

(0) (0)

支出
293,919 1,502,074

(302,505) (1,488,402)

462,477

(177,363) (50,828) (74,314) (871,777) (365,545)

利用料金 その他

177,363 49,740

収入
315,883 1,593,888

(302,505) (1,488,402)

収支差額
20,025 29,790 14,926

(0) (0) (0)

内訳

27年度 28年度 29年度

収入
312,366

確認の視点 収支状況についての評価

□収入増加に向けた取組の内容は適切
か

□経費節減に向けた取組の内容は適切
か

□有料施設や駐車場開場時間を夜間延長するなど、収入額実績は、H27年
度からR元年度までの５年間の計画額総額に比して、約9,200万円上回っ
た。
□本部による物品一括購入、繁忙期の臨時雇用による人件費の抑制等、経
費節減に努めている。

Ｓ
収入合計／支出合計の比率が
Ｓ(優良)：105％以上
Ａ(良好)：100％～105％未満
Ｂ(概ね計画どおりの収支状況である)：85％～100％未満
Ｃ(収支比率に15％を超えるマイナスが生じている)：85％未満

322,278 323,161

(291,716) (292,893)

６　収支状況

(300,918)

内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他

172,000

評価結果 評価区分

52,332 88,034 174,138 52,914 95,226 174,138 51,364 97,659

支出
292,341 292,488 308,235

(291,716) (292,893) (300,918)

(172,000) (49,763) (69,953)

収入合計／支出合計比

106.1%

30年度

320,200

(300,370)

指定管理料 利用料金 その他

174,138 53,284 92,778

(174,138) (50,363) (75,869)

315,091

(300,370)

5,109

(0)

令和元（平成31）年度 累計

88,780 871,777 259,634

(251,080)



評価結果 評価区分

Ａ
Ｓ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＢ、ＣがなくＳが半数以上※）
Ａ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価でＢ、ＣがなくＡが半数以上※）
Ｂ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＢが１つ以上）
Ｃ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＣが１つ以上）

コンプライアン
ス、社会貢献

□指定管理業務の実施にあたって法令違
反等の行為はないか
□環境への配慮は適切か
□障害者雇用等の状況は適切か

Ａ

□毎年度コンプライアンス研修を実施し
ており、法令違反などの事故は発生して
いない。
□消耗品のグリーン購入、EV作業車両の
導入などを行っている。
□指定管理者全体で花苗・苗木の生産を
社会福祉法人に委託している。

個人情報保護
□個人情報保護についての方針・体制及
び教育・研修体制は適切か
□個人情報の取扱いは適切か

Ａ

□個人情報保護規定及びガイドラインを
整備し、毎年度職員全員を対象に研修を
実施している。
□取り扱い者やデータ保管場所を定める
など、適切な情報管理の徹底をしてお
り、個人情報の漏洩などの事故は発生し
ていない。

人的な能力、執行
体制

□管理運営にあたって適切な人員が配置
されているか
□人材育成や職員採用が適切に行われて
いるか

Ａ

□平日は13名程度、休日や夏季の16名程
度の職員増員や警備員配置など、効率的
で適切な人員配置がされている。
□資格取得を職員に促したり、職場内研
修などによる情報共有や人材育成を図っ
ている。

□労働時間短縮の取組や職場のハラスメ
ント対策など労働環境の確保の取組が行
われているか

□労働時間短縮の取組として、早番・遅
番の当番制を導入したり、ハラスメント
対策のための研修を実施する等、労働環
境の確保・向上に努めている。

７　業務遂行能力

確認項目 確認の視点 項目別評価 内容・評価理由


