
（ ）

～ ～

指定管理者制度による管理運営状況の総合評価

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 三ツ池公園

指 定 管 理 者 名 三ツ池公園パートナーズ

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

　利用者満足度については過密な地域において多様で身近な自然を体感できることへの高い満足度からＳ評価となった。収支
については、植物管理や修繕の支出が増加した平成30年度、令和元年度は大きくマイナスとなり、５年間平均で98.7%のためＢ
評価となった。地域唯一の大規模公園のため、苦情・要望等が多く、多様な利用者のニーズの調整に苦心しながらも、利用者
からの意見に耳を傾け、丁寧な対応に努めている。施設管理等の指定管理業務は、計画通りに実施するとともに、ボランティ
ア団体とも定期的に連絡会議を開催するなど、ボランティア団体の育成・連携を図っており、指定管理者制度による管理運営
は有効であると評価できる。このため、引き続き指定管理者制度による管理運営が望ましい。

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

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・警備等の維持管理業
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、主体的に実施していることを確認し
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
□ボランティア団体と定期的に連絡会議
を行い、課題の共有や作業の役割分担を
確認している。
□業務委託は専門業者を除き、概ね地域
企業に委託している。

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
□総じて事業計画書に沿って適切に管理
運営を行っている。
□業務委託実績報告書等により、委託し
た業務が適切に実施されていることを確
認している。

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）
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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

利用者数

対目標値（数）
※下段は率

△ 220,314 人 △ 86,455 人

84 ％ 94 ％

(指定管理者提案値)
設定方法：

1,127,586 人 1,288,545 人

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

1,347,900 人 1,375,000 人

1,404,446 人(指定管理者提案値)
設定方法：

1,652,476 人 1,291,316 人

目標値
1,405,330 人 1,447,000 人 1,447,000 人

対目標値（数）
※下段は率

247,146 人 △ 155,684 人 △ 24,009

1,422,991 人 1,356,583

人 対目標値（率）

118 ％ 89 ％ 98 ％ 96.6 ％

人利用者数

□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

□古くからの桜の名所として広く周知されていることから、桜の開花期以
外の安定的な利用者数の確保、公園周辺への事業周知のため、イベント予
定等のチラシを作成、配布し、掘り起こしに努めている。
□自主事業として、パークセンター内に売店を設置し、利用者サービスの
向上に努めている。
□老朽化のためプール利用を休止した令和元年度は、代替措置として、玩
具を利用したイベント等を新規に行い、利用促進に努めている。

３　利用者満足度の状況

評価結果 評価区分

Ｂ
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

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

93.1

95

Ｈ28年度

89.7

104

Ｈ30年度

79.6

90

Ｒ元(H31)年度

94.8

147

Ｈ29年度

90.0 ％

90.7

146

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

□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

□県により休日３回、平日３回、イベント１回の計７回調査を実施してい
るほか、パークセンター内のアンケート回収箱による意見の随時受付やイ
ベント時の対人アンケートで、満足度向上に向けた意見集約に取り組ん
だ。
□総じて9割の利用者が満足しており、植物管理や施設の老朽化への不満
に対し、計画的な執行や清掃等の実施に努めている。



花壇の側溝に落ち葉が堆積している
ので掃除をしてほしい。

側溝清掃を行った。

正門駐車場が満車のため係員に北門
駐車場に回るよう指示されたが、北
門も満車だった。説明が悪い。

タイムリーな駐車場の利用状況のホームページへ
の掲載、駐車場警備員同士の情報共有と状況説明
を行うように、運用を改善した。

砂場の砂が少なくなって段差ができ
ている。

基準上は支障のない深さであったが、4月に砂の
補充を行った。

台風による枝葉が多い。外周道路沿
いの樹木管理をすべきだ。

優先順位をつけて対応していくことを説明し、12
月に剪定を行った。

多目的広場のグラウンドの状態が悪
い。

降雨によるぬかるみと不陸解消のため、通常の整
備とは別に、不陸整正を行った。

サクラに毛虫が大量発生しているの
で駆除してほしい。

薬剤散布ができないため、枝ごと切除をした。

排水作業のためテニスコート利用が
できないと聞いていたが、プレーを
している人がおり、不公平だ。

排水作業が終わり次第、利用可としていることに
ついて、窓口案内を徹底した。

自宅隣接地の枯れ木を伐採してほし
い。

6月に伐採作業を行った。

花壇管理スケジュール、外来種駆除の取組を説明
した。

花壇の除草をしてほしい。 8月に除草を行った。

意見の内容 対応状況

H27.4及び6
公園隣接住人より、越境枝剪定依頼 調査後、剪定の実施を検討、委託により剪定を実

施した。

H28.4 7号女子トイレが汚い より一層きれいにするよう努めた。

H30.2
園路灯が点いていない 手動では点灯したが、また点かないため、部品交

換を行うこととした。

H29.11
寮の前の道路の落葉を清掃してほし
い。

ご連絡いただければ清掃すると回答した。

5月に剪定を行った。外周歩道上の枝を剪定してほしい。

自宅敷地に張り出してきている枝の
剪定をしてほしい。

作業スケジュールを説明の上、6/25に剪定を行っ
た。

ノーリードの犬を追いかけて作業エ
リア内に立ち入った子供への声掛け
の仕方が悪い。ノーリード禁止の掲
示もない。

作業エリアの明確な立ち入り禁止措置、リード付
けを促す掲示をした。

花壇管理がされていない、外来種駆
除をすべきだ。

H30.4

H30.5

H30.6

H30.7

H27.7
公園隣接市道を走行するバス会社か
ら道路上の枝剪定要望

委託により剪定を実施した。

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

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

□日頃から、園内パトロールを通して来園者から直接要望などを受けた
り、電話や管理事務所での応対を丁寧に行い、利用者からの意見聴取に努
めている。
□苦情等が多く寄せられる植物管理については、苦情記録を元に、計画的
な業務遂行に努めているが、苦情を減らしていくように努めてほしい。
□様々な苦情・要望者に対する丁寧な対応に努めており、相反する意見等
により板挟みとなっていることもある。多様な要因があるが、発生原因の
解決に向けて、計画的に取り組んでほしい。

R元.5

R元.7

R元.9

R2.3

R元.1

R元.2



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

H27.5.18

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）

H28.5.12

①４月25日の現地調査により指定管理者にゴールデンウィーク前の枯枝、枯
　れ木の処理を指示した。指定管理者から４月28日に処理するとの回答をし
　たにもかかわらず、未対応の状況で５月12日に倒木事故が発生。
②５月12日に、文書指導により迅速な対応体制の確保、危機管理意識の徹底
　、巡視点検による十分な調査を行い、枯れ枝撤去や枝打ち等を行い、事故
　を未然に防止するよう指導した。
③負傷者無し
④無し。
⑤無し。
⑥無し。

H29.8.14

①境界沿いの樹木伐採中に、伐採した幹を隣接者側に倒し、隣接者の境界
　フェンスを破損させた。
②当日(8/14)に状況確認と関係者からの聞き取りを実施。
③人的被害は生じなかったが、隣接者が負傷した恐れがあったため、文書
　指導を行い改善書を提出させた。隣接者には謝罪と再発防止策を示し、
　理解を得た。隣接者の意向により、破損したフェンス撤去のみで、柵の
　復旧は行わなかった。
④樹木が伸びすぎていたため、前年度に伐採の要望を受けていた。
⑤２本のロープで幹を引っ張るべきだが、１本で引っ張っていた、樹木を
　倒す方向を誤ったことなど作業の判断ミスが原因。破損したフェンスの
　撤去及び整地費用を指定管理者が負担。
⑥無し。

H30.6.9

H30.6.26

①メール誤送信（取材相手へのアンケート送付に際し、関係の無い添付
　ファイル（個人情報無し)を誤添付）
②始末書を提出させ、口頭指導(5月25日)。
③５月21日に指定管理者から相手方に謝罪、添付ファイルの削除依頼の了承
を得た。日程に余裕を持った事務処理に努め、一層の注意を払う。紙ベース
で確認する、対外メールは個人アドレスは使わず、代表アドレスから行う。
ファイル保存はタイトル名を明瞭にする。
④無し。
⑤無し。
⑥無し。

①主園路上で、自転車同士が衝突、左後頭部を強打し出血、来園者の通報
　で搬送。
②６月９日に事故発生場所を確認。
③全治１ヵ月（10針）、CT検査で異常なし、自転車利用者への注意喚起掲
　示を設置。
④園内に市道が存在するため、自転車の通行禁止措置ができない。
⑤目撃者から、走行スピードは遅く、双方の前方不注意が原因。
⑥無し。

①主園路から踏み外して法面に転倒、擦過傷と打撲を負った。来園者の通
　報で搬送。
②６月26日に事故発生現場を確認。
③相手方連絡先不明のため経過は不明、指定管理者が園路沿いに簡易柵を
　設置。
④無し。
⑤園路端部と周辺との高低差が、草で埋もれて視認ができない状況。
⑥無し。



事故・不祥事等の
概要と対応状況

R元.4.9

①走行中の自転車が、飛び出した犬を避けようとして転倒し、擦過傷を
　負った。
②発生日に指定管理者から送付された発生場所の写真を確認。
③擦過傷のみで通院なし。
④無し。
⑤園路上での相当程度の速度による自転車走行のため。
⑥無し。

R元.5.21

①乗用車を駐車した利用者から管理会社に対し、大型料金が請求されたこ
　との連絡があった。
②発生日夕方、指定管理者から、誤徴収が頻発している旨の報告を受け
　る。
③定期点検時に検知センサーを測定器により点検。
④無し。
⑤検知センサーのズレにより、車両サイズを誤検知したため。
⑥無し。

H31.3.9

①多目的広場に隣接する主園路歩行者(幼児連れ)の頭部にサッカーボール
　があたった。
②３月12日に事故発生現場を確認（利用団体から指定管理者への報告が
　３月12日であった）。
③保護者から大事に至らなかった旨の連絡が利用団体代表者にあった。
④野球場と同様のフェンス設置の要望が利用団体から寄せられる。
⑤競技場ではない広場内での球技に伴うボールの飛び出しのため、歩行者
　に対する注意喚起看板を設置した。
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

□指定管理者に起因する事故が発生しているが、日々、事故防止の意識を
持って業務遂行に努め、事故発生時の連絡と応急対応は迅速に行ってい
る。
□その他、利用者に起因する事故が年数回発生しているが、警察や消防、
病院への対応を速やかに行い、利用者への適切な対応を行っている。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。令和元（平成31）年度は速報値

収入合計／支出合計比

98.7%

30年度

125,588

(130,520)

指定管理料 利用料金 その他

71,043 11,941 42,604

(71,043) (13,220) (46,257)

128,972

(130,520)

△ 3,384

(0)

令和元（平成31）年度 累計

46,115
(227,237)

利用料金 その他

評価結果 評価区分

Ｂ
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

128,188 133,150

(127,725) (128,726)

６　収支状況

(129,614)

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

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

□利用者の2/3が桜の時期に集中し、収入に比例しているが、天候に左右
される。29年度の収支差額はプラスだが、桜の開花が例年よりも半月早
かったことが理由と思われる。イベントなどの利用促進事業の充実や移動
販売車の活用など、年間を通した収入の確保に努めている。
□支出については節電などにより節減に努めているが、老朽化による修繕
が必要なプールを運営していることもあり、支出の抑制が難しい状態が続
いている。

27年度 28年度 29年度

収入
125,797

その他

71,043 12,426 42,328 71,043 12,204 44,941 71,043 12,074 50,033

(71,043) (13,090) (43,592) (71,043) (13,220) (44,463) (71,043) (13,220) (45,351)

収支差額
△ 349 △ 594 839

(0) (0) (0)

支出
126,146 128,782 132,311

(127,725) (128,726) (129,614)

72,359 8,754

収入
127,228 639,951

(130,227) (646,812)

356,531 57,399

(63,044)

内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収支差額
△ 4,765 △ 8,253

(0) (0)

支出
131,993 648,204

(130,227) (646,812)

226,021

(72,359) (10,294) (47,574) (356,531)



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

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

□管理運営を行っていく上での関係法令
の順守や諸規定の整備を行うとともに、
年１回の研修を行っている。

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

□個人情報保護にかかる諸規定を整備す
るとともに、責任者・取扱者を選定し、
パスワード管理や不要な情報は削除する
等、個人情報を厳格に取扱っている。

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

□利用者が多い桜の時期には、警備員な
どスタッフを増員するなど、柔軟な人員
配置に努めている。
□利用者からスタッフの対応に苦情が寄
せられたが、丁寧な対応を指導すると共
に、意識の共有化を図った。

□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

□現在のところ、時間短縮やハラスメン
ト対策について、目立った取組は行われ
ていない。


