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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

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 相模原公園

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グループ

施設所管課（事務所） 都市公園課 厚木土木事務所津久井治水センター

評価理由及び今後の対応

≪評価方法≫
　サービス向上に向けた取組の実施状況はＳ、施設の利用状況はＢ、利用者満足度の状況はＳ、収支状況はＡ、業務遂行能力
はＳで、総合評価はＡとなった。
　施設の利用状況がＢとなったが、目標数値が高いためであり、来園者の満足度は５年連続で90%を超え、質の高い管理運営状
況であることがわかる。
　よって、指定管理制度に基づき、現在の指定管理者が管理運営を行っていることは、有効性が高いと思われる。

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 Ｓ

□清掃・設備の法定点検・警備等の維持
管理業務は事業計画どおり実施されてい
るほか、植物管理は高水準で維持管理さ
れていることを月例報告及び随時モニタ
リングにより確認している。また、受付
業務は、公園管理事務所に職員が常駐し
対応している。

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

□地域の約30団体で構成されるイベント
協力会との連携によるイベントの開催を
積極的に行っている。
□専門性を有する業務の一部については
地元企業へ委託をしている。

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

□「花とみどりの豊かなパークライフ」
という管理運営方針に基づき、確実に業
務を実施している。
□月例報告及び随時モニタリングによ
り、委託した業務の適切な実施を確認し
ている。

評価結果 評価区分

Ｓ
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）



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

91.5

161

□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

□アンケートは、公園管理事務所窓口にアンケート及び回収箱を設置し、
利用者の意見等を受付可能な体制にしているのをはじめ、年２回指定管理
者が来園者にアンケートの趣旨を説明の上、手渡しで回答を依頼し、回収
しているほか、県が来園者にアンケートの趣旨を説明の上、休日３回、平
日３回、イベント時１回の計７回のアンケートを手渡しで実施している。
□利用者からの苦情・要望は即時に対応するほか、職員がパークコンシェ
ルジュとして、窓口で詳しい公演情報を来園者に提供するなど、利用者満
足度向上に向けた取組を実施している。
□このような取組の結果、評価結果がＳとなっている。

利用者数

対目標値（数）
※下段は率

△ 26,180 人 △ 51,115 人

97 ％ 94 ％

人 798,200 人

(指定管理者提案値)
設定方法：

764,820 人 748,885 人

800,000(指定管理者提案値)
設定方法：

目標値
800,000 人 800,000 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

791,000 人 800,000 人

対目標値（数）
※下段は率

△ 30,905 人 △ 35,524 人 △ 16,032

783,968 人利用者数 769,095 人 764,476 人 766,249

人 対目標値（率）

96 ％ 96 ％ 98 ％ 96.0 ％

人

□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

□公園のホームページを作成し、開花状況やイベント告知などを積極的に
行っている。
□地元広報誌や新聞にイベント等が年間40回程度掲載されたほか、相模原
市観光協会のフィルムコミッションと連携し、映画やドラマの撮影ロケ地
として活用してもらうなど、積極的なＰＲを行っている。
□自主事業については、来園者が快適に過ごせるよう軽飲食を提供してい
る。
□これらの様々な取組の結果、利用者満足度の高い公園となっており、利
用促進に向けた取組は適切である。引き続き目標値達成に向け取り組んで
もらいたい。

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

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

94.1

96

Ｈ28年度

93.5

116

Ｈ30年度

100.0

102

Ｒ元(H31)年度

99.1

105

Ｈ29年度

95.1 ％



強風により折れた枝が園路に落ちてくる恐
れがあったため、撤去作業完了までの間、
通行止め措置としていたもので、高所作業
のため、専門業者への依頼、施工に10日ほ
どかかった。同内容について要望者に説明
した。

H30.6

早朝等に犬のノーリードの利用
者がおり危険と感じたため、や
めさせてほしい。

指定管理者で検討した結果、朝夕の散歩の
多い時間帯でのパトロール実施や、園内に
おけるアナウンスの回数を増やすなどの対
応を行うこととし、県からは要望者に文書
で回答した。

H30.11
芝生広場でアルティメットディ
スクで遊んでいて危ないのでや
めさせてほしい。

一般利用者から連絡があったことを伝え使
用を中止してもらった。

H30.12

犬のノーリード等の注意看板内
容について、条例の名称やその
他、正確でない箇所がある。

条例の名称等を削除するなど、誤解のない
表現に修正して掲示し直した。

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

□日ごろから来園者へのあいさつや声かけを実施するほか、常設アンケー
トや年２回の利用満足度調査により、積極的に利用者の意見を把握してい
る。
□来園者の意見に対しては、毎日の朝礼などで情報共有を図り、公園の管
理運営に活かしている。
□来園者の苦情・要望に対しては、即時対応できるものは、すぐに対応を
行うほか、そうでないものは県に相談するなど、適切な対応を行ってい
る。

H31.4

公園駐車場への入庫待ちの車が
周辺道路に及んでおり、通行に
支障をきたしている。

路上停車等を制限するための分かりやすい
サインを作成し、通過交通に支障が出ない
ように努めることとした。

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 意見の内容 対応状況

H28.12

H27.7
せせらぎの園のじゃぶじゃぶ
ゾーンに苔が生えて滑りやすい

すぐに現地調査を行った結果、日照阻害が
あったため、伐採対応

清掃頻度を増やして対応

樹木が大きくなりすぎて自宅の
日当たりが悪い

H29.5
樹林地内のウッドチップ舗装が
フカフカすぎて歩きにくい

該当園路の一部のチップを除去して対応

H29.5

芝刈りの作業頻度が頻繁で、草
刈り時に埃が舞う

晴れが継続した期間であったため、利用者
の状況を観察しながら作業を実施

R1.8
夕方に芝生広場で犬をノーリー
ドで遊ばせている利用者がい
る。

引き続き警備員等による巡視、園内放送を
行い、来園者への周知を図った。

R1.11

園内に「猫に餌をあげないで下
さい」というサインがあるが、
動物愛護の関係法令に相反する
のではないか。

相模原公園ではサインを設置していない。
隣接する市の相模原麻溝公園に設置されて
いるため、同公園及び市担当課に対して内
容を伝え、対応を検討するように求めた。

H31.3

勾配が急な園路での車いす利用
時は、公園スタッフにサポート
をお願いできるのか。また、貸
出用の電動車いすを整備してほ
しい。

車いす利用者が坂道等で困っている場合に
は、適宜スタッフがサポートすると回答し
た。また、貸出用の電動車椅子は操作の不
慣れによる事故等が考えられるため、導入
は見合わせている。

R1.8

グリーンハウスの温室で夜に咲
く花（サガリバナ）を鑑賞した
いので、朝または夜間に開館し
てほしい。

職員配置等の観点から対応は困難である。
イベント期間中で開館時間を延長する場合
などは、開花のタイミングと合えば、一般
に周知することが可能なため、今後検討す
る。

R2.3

こもれびの径（樹林地内園路）
で通行止め期間が長いので、作
業を早く完了させてほしい。



事故・不祥事等の
概要と対応状況

H30.11.8

①50代女性が、落し物を拾うためにグリーンハウス池に入り、滑って転倒し
た。
②指定管理者より報告を受ける。
③救急車で病院へ搬送、大腿骨骨折の診断。親戚から謝罪の連絡があった。
④無し
⑤費用負担無し
⑥無し

H31.3.26

①幼児が遊具から転落し、顎を裂傷した。
②指定管理者より報告を受ける。
③救急車で病院へ搬送、８針縫う怪我。保護者から謝罪の連絡があった。
④無し
⑤費用負担無し
⑥無し

５　事故・不祥事等への対応

発生年月日

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）

H27.10

H27.10

H30.8.28

H29.9

①拾得した子ども用の財布(中身350円)を持ち主の親以外に渡した。
②後日、報告書を提出
③持ち主の親に事情を説明し謝罪。再発防止策として、対応マニュアルを作
成して、職員に周知。随時モニタリングを実施し、口頭による指導。
④持ち主の親には理解を得られ、クレームは無し。
⑤費用負担無し
⑥無し

①森の木展望台の中で子供が遊んでいたところ、登り棒で手を滑らせ、約
1.7mの高さから落下。母親からの通報があり、救急車を要請。
②後日、報告書を提出
③頭部を５針縫うケガ。脳への異常は無し。
④滑止め塗装や滑止めテープを巻く措置を実施。クレーム等は無し。
⑤費用負担は無し
⑥無し

①介添え者が車椅子を押して歩いていたところ、散水用ホースカバーに引っ
掛かり、車椅子に乗っていた人が車椅子から落ちた。職員がすぐに向かい、
救急車を要請。
②県職員も後日状況を確認。
③５針縫うケガ。散水するときには、来園者が躓いたりしないよう、ホース
にも気を配るよう指示。
④無し
⑤費用負担無し
⑥無し

①自販機事業者が飲料の補充作業後、付近の外灯に車両を接触させ、外灯が
破損。
②事故当日に事故報告書が提出され、状況等を確認。
③相模原南警察署による現場確認の結果、物損事故として処理。
④無し。
⑤費用負担無し
⑥なし

H30.9.2

①芝生広場でリードを付けて散歩中の犬が、別のノーリードの犬に噛まれ
た。
②発生日が日曜日だったため、翌日に事故報告書の提出。
③病院での診察の結果、傷からの菌繁殖等は見られないとのこと。
④事故発生前からノーリード禁止のサイン設置及び園内放送を実施してい
る。
⑤費用負担無し
⑥無し



事故・不祥事等の
概要と対応状況

R1.11.17

R1.12.8

R2.1.11及び14

①利用者が園路を車椅子を押して散策していたところ、側溝部分の段差に車
輪が引っ掛かり、乗車していた方が前方に放り出され怪我をした。
②発生日が休日だったため翌日に報告を受け、職員による現地調査を実施。
③発生日に病院で診察を受けた結果、頭部外傷のみとの連絡。
④無し（後日、園路で段差が生じている箇所を応急的に措置した）
⑤費用負担無し
⑥無し

①ドッグラン詰所で利用団体が保管していた募金箱が盗難にあった。
②事故発生当日に指定管理者より報告を受ける。
③指定管理者が相模原南警察署に通報し、現場検証等が行われる。
④特に無し
⑤施設管理上の問題はなく、また利用団体の所有物のため、費用負担無し。
⑥無し

①1/10夜及び13夜、園内歩道橋の銅製橋名板等が盗難にあった。
②盗難確認後、指定管理者より報告を受けた県職員が現地を確認した。
③県より相模原南警察署に被害届を提出した。
④無し
⑤県で盗難のリスクが低いと思われる木製の橋名板を設置した。
⑥有り（R2.1.15）

R1.5.31

①映画撮影中に役者同士が衝突し怪我をした。
②事故発生当日に指定管理者より報告を受ける。
③救急車で病院へ搬送。撮影団体より右足大腿部打撲との報告。
④無し
⑤施設管理上の問題はなく、費用負担無し。
⑥無し

R1.8.11

①夜間ライトアップイベント中、利用者が縁石に躓き転倒した。
②発生日が休日だったため、翌開庁日に報告を受ける。
③救急車で病院に搬送、家族より大腿骨骨折の診断との連絡あり。
④無し
⑤施設管理上の問題はなく、費用負担無し。
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

□(公財)神奈川県公園協会として、公園園長会議を定期的に開催し、事
故・不祥事の情報共有を図るとともに、防止対策を検討するなど、仕組み
が構築されている。
□園内で会議を開催して、再発防止策を取りまとめ、マニュアルを作成す
るなど、即時対応する仕組みが構築されている。
□発生した当日に対応し、利用者の立場にたって丁寧に対応したほか、県
への報告も迅速であり、対応は適切である。



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

101.6%

30年度

246,934

(251,175)

指定管理料 利用料金 その他

226,410 1,724 18,800

(226,410) (2,688) (22,077)

245,541

(251,175)

1,393

(0)

評価結果 評価区分

Ａ
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

249,039 248,003

(248,337) (249,103)

６　収支状況

(250,780)

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

□公園のホームページを作成し、開花状況やイベントの告知をはじめ、地
元元広報誌や新聞にイベント等を掲載されたほか、相模原市観光協会の
フィルムコミッションと連携し、映画やドラマの撮影ロケ地として活用し
てもらうなど、利用者増に伴う収入増加に向けた取組を行っている。
□特定規模電気事業者を活用した電気料金の節減など、経費節減に向け適
切に取り組んでいる。

27年度 28年度 29年度

収入
248,373

その他

226,410 1,413 20,550 226,410 1,898 20,731 226,410 1,764 19,829

支出
243,311 240,720 248,386

(248,337) (249,103) (250,780)

(226,410) (2,130) (19,797) (226,410) (2,563) (20,130) (226,410) (2,627) (21,743)

令和元（平成31）年度 累計

収入
251,818 1,244,167

(255,967) (1,255,362)

収支差額
5,062 8,319 △ 383

(0) (0) (0)

19,736 1,136,243 8,278内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収支差額
4,641 19,032

(0) (0)

支出
247,177 1,225,135

(255,967) (1,255,362)

99,646

(230,603) (2,752) (22,612) (1,136,243) (12,760) (106,359)

利用料金 その他

230,603 1,479



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

Ｓ
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

Ｓ

□指定管理業務実施に当たって法令違反
等の事故は発生していない。
□自主財源による照明のLED化やトイ
レットペーパー、コピー用紙のグリーン
購入など、環境配慮に努めている。□除
草・清掃等の作業を社会福祉法人に委託
するなど障がい者支援施設の施設外就労
を支援している。

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

□基本協定第17条に基づき、適切に事務
処理を行い、個人情報の保護を行ってい
るほか、年１回研修を実施している。

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

Ｓ

□園長又は副園長のいずれか責任のある
立場の職員が常駐しているほか、繁忙
期、閑散期に応じた柔軟な人員配置な
ど、適切な人員配置がされている。
□公園協会全体で他公園の視察を行うな
どの人員育成を適切に行っている。

□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

□神奈川県公園協会全体で、ハラスメン
ト対策の研修を実施するなど、労働環境
の確保の取組を行っている。


