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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

１ サービス向上に向けた取組の実施状況
　維持管理及び運営管理について、「人々が集い、楽しむ、ハートフルパーク」とした管理運営方針に基づいて実施されてお
り、月例実績報告書及び随時の現地調査等により、業務の適切な実施を確認している。また、運営協議会を運営するとともに
地域の様々な団体等と連携、協力体制を構築し、年間を通じて多種多様なイベントを開催し、地域活性化に貢献しており、Ａ
評価となった。
２ 施設の利用状況
　利用促進事業については様々な団体等と連携し、年間300件以上の多様なイベントを主催、共催するなど、積極的に利用促進
の取組を進めており、ネット、チラシ、ポスター、テレビ、地域情報誌、旅行雑誌など様々な媒体において精力的にPRを実施
している。また、軽飲食･売店、シャワー･コインロッカーの運営は設置目的に合致しており、利用者サービスの提供につな
がっている。
３ 利用者満足度の状況
　県の基準以上の維持管理をきめ細かく行うとともに、年間を通じて多種多様なイベント等を開催し、利用者満足度94.3％で
Ｓ評価となった。
４ 苦情･要望等への対応
　公園の普遍的な苦情もあるが、説明して理解を求め、謝罪するなど必要な対応を取っている。ただし、利用者から職員対応
が疎かとの意見が散見されていることから、接遇･苦情対応研修を受講するなど職員教育徹底を改めて図ることを期待する。

指定管理者制度による管理の有効性 有 無

５ 事故･不祥事等への対応
　事故等が発生した場合は、メール及び電話で公園管理者に報告するとともに、原因究明、再発防止策の検討及び実施を行っ
ており、必要に応じて組織(公益財団法人神奈川県公園協会)全体で共有する取組も行っており、対応は適切であると判断され
る。ただし、利用者から職員対応が疎かとの意見が散見されていることから職員教育徹底を改めて図ることを期待する。
６ 収支状況
　収入/支出比が111％となり、Ｓ評価となった。様々な団体等と連携し、年間300件以上の多種多様なイベントを主催、共催し
たり、プール利用券の新たな販売ルートを開拓したりするなど収入の増加にも努めている。PPS(特定規模電気事業者)の活用、
他公園との備品等共有化等により経費節減にも取り組んでいるが、プールについては夏の天候に大きく左右されてしまうた
め、年によって数千万円単位でプラスマイナスが発生する。駐車場収入が本公園の屋台骨になっていることから、駐車場利用
者へのマーケッティング等、現状把握が望まれる。
７ 業務遂行能力
　収入だけで管理運営に必要な経費を賄う必要があることから、利用促進担当職員を配置するなど、管理運営に必要な人員は
配置されている。自主財源による照明のLED化、グリーン購入、EV車両の導入、グリーンカーテンの設置など環境配慮の多様な
取組を進めるとともに、聴覚障害者１名の継続雇用や障害者就労施設への業務発注を行っている。職務の遂行に必要な研修や
講習会等を受講させるなど人材育成は適切に行われ、法令違反等の事故は発生しておらず、Ａ評価となった。

　以上より、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。
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指 定 管 理 者 名 公益財団法人神奈川県公園協会・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 藤沢土木事務所

評価理由及び今後の対応

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



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
□ 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。

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

Ｓ

□　運営協議会を運営するとともに地域
の様々な団体等と連携、協力体制を構築
し、年間を通じて多種多様なイベントを
開催し、地域活性化に貢献している。
□　クロマツ剪定などについて、専門性
の高い地域の業者等への委託を行ってい
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

□　維持管理及び運営管理について、
「人々が集い、楽しむ、ハートフルパー
ク」という管理運営方針に基づいて確実
に実施されている。
□　月例実績報告書及び随時の現地調査
等により、業務の適切な実施を確認して
いる。

１　サービス向上に向けた取組の実施状況



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

92.1

176

Ｈ28年度

95.5

211

Ｈ30年度

96.8

209

Ｒ元(H31)年度

94.7

250

Ｈ29年度

94.3 ％

1,808,446

人 対目標値（率）

102 ％ 100 ％ 85 ％ 98.6 ％

人人 1,852,677 人

34,506 人 2,833 人

利用者数

△ 279,115

1,589,526 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

1,797,454 人 1,815,245 人(指定管理者提案値)
設定方法：

1,812,004 人 1,910,318利用者数

対目標値（数）
※下段は率

14,550 人 95,073 人

101 ％ 105 ％

目標値
1,843,200 人

人

92.4

218

□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

□　年２回、イベント時等利用者が集まる日時に直接聞き取りにより、各
回100件程度のアンケートを回収し、項目毎に丁寧な分析をしており、適
切と判断される。

□　アンケートの分析結果を踏まえ、出来る項目については管理や運営に
適宜、反映しており、利用者満足度向上に向けた取組は適切と判断され
る。

1,849,844 人

対目標値（数）
※下段は率

人 1,834,877 人1,868,641

□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

□　利用促進事業についてはネット、チラシ、ポスター、テレビ、地域情
報誌、旅行雑誌など様々な媒体において精力的にPRを実施しており、集客
に効果を上げていると思われる。

□　軽飲食･売店、シャワー･コインロッカーの運営は設置目的に合致して
おり、利用者サービスの提供につながっている。

□　様々な団体等と連携し、年間300件以上の多様なイベントを主催、共
催しており、非常に積極的に利用促進の取組を進めている。

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

(指定管理者提案値)
設定方法：

1,877,706



Ｈ28.11

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

□　アンケート用紙を常設し、利用者の苦情･要望等の把握に努めてい
る。

□　把握した苦情･要望等については職員で話し合い、反映できるものに
ついては運営等に反映している。

□　公園の普遍的な苦情もあるが、説明して理解を求め、謝罪するなど必
要な対応を取っている。ただし、利用者から職員対応が疎かとの意見が散
見されていることから、接遇･苦情対応研修を受講するなど職員教育徹底
を改めて図ることを期待する。

５　事故・不祥事等への対応

発生年月日

H27.4

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）

R1.6

R1.7

①交通公園北側の園路を通行していた自転車がランナーを避けようとして転
倒
②指定管理者から報告を受け、再発防止策を指示
③交通公園北側園路を自転車進入禁止措置
④なし
⑤なし
⑥なし

①職員が剪定作業中、梯子から落下し、腰を圧迫骨折
②指定管理者から報告を受け、再発防止策を指示
③作業手順確認、保護具装着の徹底等を実施、職員は職場復帰
④なし
⑤治療代は指定管理者が負担
⑥なし

①利用者が駐輪場が満車だったため､わきの芝地に駐輪しようとした際､看板
に額をうち裂傷を負った。
②同日にメール報告し､翌日に電話報告を受けた。
③病院で措置済み。看板に保護カバーを装着。
④なし
⑤保護カバーは指定管理者が負担
⑥なし

①作業員が日除けテントを脚立にて設置中､落下し肋骨を骨折した。
②同日にメールと電話報告を受けた。
③病院で措置済み。作業時はヘルメットを着用し､高さ１ｍ以上の作業や脚
立･はしご使用時は安全帯を着用する。
④なし
⑤なし
⑥なし

事故・不祥事等の
概要と対応状況

H28
公園まつり開催に伴う園外への
ゴミ捨て

　来園者によるゴミ捨てか不明だが、ゴミを
回収するとともに、定期的な周辺道路の清掃
を開始した。

H27･H28 スケボーに係る苦情 　園内放送や利用指導等を継続している。

H30
施設や園内清掃、プールの音、
廃棄物の処理など

　管理運営状況を説明し理解を求めた。

H30 職員の態度に関すること
　今後、教育の徹底を図る。

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･H28 交通公園の職員対応に係る苦情
　謝罪するとともに、指導等を徹底した。



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

□　事故等が発生した場合は、原因究明、再発防止策の検討及び実施を
行っており、必要に応じて組織(公益財団法人神奈川県公園協会)全体で共
有する取組も行っており、仕組みは構築されていると判断される。

□　メール及び電話で公園管理者に報告するとともに、非がある場合は謝
罪や対応等を適切に行っており、対応は適切であると判断される。ただ
し、利用者から職員対応が疎かとの意見が散見されていることから職員教
育徹底を改めて図ることを期待する。

R1.11

R2.3

R1.9

R1.9

R1.9

①ジャンボプールのウォータースライダー滑走時に額をぶつけ裂傷
②休み明けにメールと電話報告を受けた。
③病院で措置済み。滑り方の口頭及び貼紙にて利用指導の徹底。
④職員に対し､施設に関することや利用者に対する応対が疎かとの申し出あ
り。今後は、職員教育を徹底していく。
⑤指定管理者が負担。
⑥なし

①斜面を刈払機で除草中､足を滑らせて､手を突き､指の靭帯を損傷。
②翌日にメールと電話報告を受けた。
③病院で措置済み。
④なし
⑤なし
⑥なし

①自転車の介添え者が他の自転車に追突され､右肘を打撲と擦過傷を負った。
②翌日にメールと電話報告を受けた。
③病院で措置済み。利用者同士の接触事故に注意を促す。
④なし
⑤なし
⑥なし

①交通展示館の天窓が壊された。
②翌日メールと電話報告を受けた。
③侵入は無く､金品の被害なし。警察に通報済み。
④なし
⑤指定管理者が負担
⑥なし

①車止めの出っ張りにより､ランニング中の利用者が転倒し､左腕と左膝に擦
過傷を負った。
②月例報告書で報告あり。すぐに報告するよう指導する。
③けが人は帰宅。車止めは撤去。
④けが人の救護が疎かであったとの申し出あり。今後は速やかな補修と迅速
な救護を行う。
⑤なし
⑥なし



単位：千円

※(　)内は収支計画額。令和元（平成31）年度は速報値

収支差額
26,794 55,152 39,496

(0) (0) (0)

30年度

内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収入
337,086 1,758,913

(327,752) (1,614,738)

358,916

(324,260)

令和元（平成31）年度 累計

(212,250)

収支差額
12,420 174,911

(0) (0)

支出
324,666 1,584,002

(327,752) (1,614,738)

1,145,392

(0) (112,556) (215,196) (0)

317,867

(324,260)

41,049

(0)

221,111 0

(322,555)

(0) (110,350) (208,915) (0) (110,900) (210,006) (0) (111,453) (211,102)

27年度 28年度 29年度

収入
337,758

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

□　様々な団体等と連携し、年間300件以上の多種多様なイベントを主
催、共催しており、実施に当たってもネット、チラシ、ポスター、テレ
ビ、地域情報誌、旅行雑誌など様々な媒体において精力的にPRを実施し集
客に努めており、利用促進に伴う駐車場収入の増加に貢献していると思わ
れる。また、プール利用券の新たな販売ルートを開拓する(コンビニエン
スストア各店舗の端末でプール利用券の販売を開始)などプール収入の増
加にも努めている。一方でプールについては夏の天候に大きく左右されて
しまうため、年によって数千万円単位でプラスマイナスが発生する。駐車
場収入が本公園の屋台骨になっていることから、駐車場利用者へのマー
ケッティング等、現状把握が望まれる。
□　PPS(特定規模電気事業者)の活用、他公園との備品等共有化、一括発
注など発注方法の見直し等により経費節減に取り組んでいる。

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

371,237 353,916

(319,265) (320,906)

６　収支状況

(322,555)

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

0

評価結果 評価区分

126,844 210,914 0 124,102 247,135 0 117,493 236,423

支出
310,964 316,085 314,420

(319,265) (320,906)

収入合計／支出合計比

111.0%

その他

0 129,107
(1,057,469)

利用料金 その他

0 115,975 613,521

(557,269)

指定管理料 利用料金

229,809

(0) (112,010)



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、法令違反等の事故は発生し
ていない。
□　自主財源による照明のLED化、グ
リーン購入、EV車両の導入、グリーン
カーテンの設置など環境配慮の多様な取
組を進めている。
□　聴覚障害者１名を継続雇用するとと
もに、障害者就労施設へ業務発注を行っ
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
□　個人情報保護についての方針を作成
するとともに、毎年度職員全員を対象に
研修を実施しており、個人情報の漏洩等
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

□ 収入だけで管理運営に必要な経費を
賄う必要があることから、利用促進担当
職員を配置するなど、管理運営に必要な
人員は配置されている。
□　職務の遂行に必要な研修や講習会等
を受講させるなど人材育成は適切に行わ
れている。

□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や職場のハラスメ
ント対策など適切な労働環境が確保され
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


