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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・受付・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

Ａ

□ボランティアの方々と座間谷戸山公園
運営会議を開催して、毎月意見交換を行
い管理運営に反映している。また、ボラ
ンティア団体と協働で各種イベントを実
施し、様々な公園の魅力を発信してい
る。
□高木の枯損木処理などの専門業務は、
地元の造園会社に業務委託を行ってい
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

□維持管理事業、利用促進事業等の指定
管理業務は、当公園の特性を踏まえ、利
用者や地域住民、環境等に配慮した運営
方針に基づいて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。

　サービス向上に向けて、総合的な運営方針に基づき、維持管理を事業計画どおりに行い、地域と連携した魅力
ある施設づくりに取り組んでいた。公園利用者数は台風第15号と第19号の影響が大きかった令和元年度を除き、
目標を上回っていた。アンケート調査でも５か年平均で９０％以上の人が「満足」と答えており、利用者満足度
の向上に取り組んでいる。ほぼ計画通りの収入と支出であり、業務遂行に必要な人的能力と執行体制を有し、法
令順守・環境や障がい者への配慮・個人情報保護に取り組んでおり、協定に定める水準どおりの業務執行能力を
有している。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。

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 座間谷戸山公園

指 定 管 理 者 名 公益財団法人神奈川県公園協会

施設所管課（事務所） 都市公園課 厚木土木事務所東部センター

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

95.1

98

Ｈ28年度

90.5

114

Ｈ30年度

89.9

89

Ｒ元(H31)年度

95.1

98

Ｈ29年度

92.4 ％

□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

□オーバーユースによる自然環境へのダメージを考慮しつつ、公園ＨＰ、
園内ポスターなどによる広報を行った。
□自主事業は、令和元年度から県立都市公園のカレンダーを販売し、県内
公園の利用促進につなげている。
□これらの取組の結果、令和元年度は台風第15号と第19号の影響により、
目標を若干下回ったが、それ以外の年度は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。
（28年度は、スマホアプリの影響が大きかったと思われる。）

３　利用者満足度の状況

評価結果 評価区分

Ｓ
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

45,464 人 15,237 人 △ 3,426

395,874 人 427,824

人 対目標値（率）

112 ％ 104 ％ 99 ％ 110.7 ％

人利用者数

人 386,429 人(指定管理者提案値)
設定方法：

430,578 人 414,537 人

目標値
385,114 人 399,300 人 399,300

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

370,581 人 377,848 人(指定管理者提案値)
設定方法：

438,088 人 460,043 人利用者数

対目標値（数）
※下段は率

67,507 人 82,195 人

118 ％ 122 ％

92.1

151

□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、イベント時１回の計７回、調査が行われ
ている。利用者への直接配布で回収率100％であった。

□回答結果は、安全で清潔な施設管理を継続して実施したこともあり、平
成30年度を除いて満足度が90%を超えており、利用者満足度向上に向けた
取組は適切に行われていた。



H29.4.26

①折れた枝が落下し、ボランティア活動中の利用者を直撃したが、怪我は無
かった。
②事故当日に指定管理者からの報告を受け、状況をヒアリングするとともに
事故報告書(第一報)の提出を指示。
③その樹木直下を立入禁止の措置、緊急性の高い危険木の剪定・伐採を実施
④樹木が密集しており、危険木の発見が難しかった。なお被害者には謝罪
し、理解を得られたため、クレームはなし。
⑤怪我はなかったため費用負担は発生していない。
⑥記者発表はなし。

①県道沿いの斜面で機械除草を行っていた職員が小石を飛ばして、信号待ち
車両の後部ドアに約1cmの傷をつけた。
②事故当日に指定管理者からの報告を受け、状況をヒアリングするとともに
事故報告書(第一報)の提出を指示。
③再発防止策として、スタッフ全員で、作業前の現場確認、飛び石の少ない
機種の使用、保護板の併用、手押し式除草機械（４輪）使用時の立入り禁止
区域の設定などを確認しあった。
④作業時に周辺の確認を怠ったことが原因。車両所有者には謝罪し、示談が
成立したため、クレームはなし。
⑤指定管理者が修理費と代車代金の費用を負担した。
⑥記者発表はなし。

□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

□常連の利用者が多く、苦情・要望等を把握する機会は多く、丁寧に対応
している。

□長期にわたり当公園の管理を受託している経験等から、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。

□苦情・要望等への対応は適切である。

５　事故・不祥事等への対応

発生年月日

H27.7.22

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）

事故・不祥事等の
概要と対応状況

H29.2
　「樹木を過剰に伐採してい
る」との苦情を受けた。

　調査に基づく安全確保のための作業と説
明し、理解いただいた。

確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

年月 意見の内容 対応状況

H28.1

　写真撮影に伴う樹林地立入に
関する利用者同士の口論があ
り、双方から苦情を受けた。

　立入禁止区域を明確にして、利用者の混
乱が生じないようにした。

R1.8

　公園外周の樹木が繁茂してい
るので剪定してほしいという苦
情を受けた。

　意見を踏まえ、早急に剪定を実施した。

H28.5

　自然環境保全に係るボラン
ティアの利用指導等に関して、
写真撮影者から苦情を受けた。

　撮影時の注意事項を明記したチラシを作
成し、両者に誤解が生じないようにした。

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



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

□２件の落枝事故では、適切な現地調査と対策を行う仕組みが構築されて
いる。飛び石事故では、スタッフ全員での会議において事故防止対策を確
認している。また、安全管理の研修参加とＯＪＴを通じて、職員の情報共
有化を行っている。
□落枝事故では、必要かつ十分な現地措置と適切な被害者対応を行ってい
る。飛び石事故では、発生時から対応し、事後の対応は専門の保険会社に
よるものであり、対応は適切である。

R1.12.16

①負傷した作業員が地面にある倒木処理をしていた際に、負傷した作業員と
は別の作業員が高さ６～７ｍの樹木から地面に垂れていた折れ枝を発見した
ので、引っ張ったところ、その折れ枝が落下し、負傷した作業員の頭部に当
り、頭蓋骨にヒビが入った。
②事故当日に指定管理者からの報告を受け、状況をヒアリングするとともに
事故報告書(第一報)の提出を指示。12月17日に指定管理者と県職員による事
故現場の調査を行った。
③負傷者は入院して治療を受けたのち、4日後に退院。年内は自宅療養を行
い、年明けから通常勤務を開始。
指定管理者とは再発防止に向けた対策を協議し、その結果を取りまとめた再
発防止対策報告書を提出してもらった。
④クレームはなし。
⑤作業中にヘルメットを着用していなかったこと、作業中の周辺の確認や掛
け声を怠ったことが原因。治療費の負担は指定管理者が行った。
⑥記者発表はなし。

事故・不祥事等の
概要と対応状況



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
963 6,187

(0) (0)

支出
67,438 332,007

(68,568) (337,544)

10,209

(66,565) (0) (2,003) (327,985) (0) (9,559)

利用料金 その他

66,565 0 1,836 327,985 0内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

令和元（平成31）年度 累計

収入
68,401 338,194

(68,568) (337,544)

収支差額
1,809 1,204 955

(0) (0) (0)

(67,267)

(65,355) (0) (1,821) (65,355) (0) (1,866) (65,355) (0) (1,912)

27年度 28年度 29年度

収入
67,307

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

□指定管理業務内容から収入の増加を積極的に図る施設ではない。

□外注予定業務を直営で執行するなど経費節減に向けて、努力している。

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

67,903 67,364

(67,176) (67,221)

６　収支状況

(67,267)

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

65,355

評価結果 評価区分

0 1,952 65,355 0 2,548 65,355 0 2,009

支出
65,498 66,699 66,409

(67,176) (67,221)

収入合計／支出合計比

101.9%

30年度

67,219

(67,312)

指定管理料 利用料金 その他

65,355 0 1,864

(65,355) (0) (1,957)

65,963

(67,312)

1,256

(0)



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

□法令違反等の事故は発生していない。
□省エネ、グリーン購入、発生材の有効
利用を行っている。
□障害者施設と連携した花苗生産活動を
実施している

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

□個人情報保護についての「規定」「ガ
イドライン」を定め、毎年度職員研修を
実施している。
□公園ごとに個人情報取扱責任者を配置
するなど、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

□３名の常勤職員と非常勤、パート職員
による７～９名の勤務ローテーションを
基本として、効率的で適切な人員配置が
なされている。
□安全管理や接遇の職員研修だけでな
く、随時ＯＪＴ等を実施する等、適切な
管理運営ができるよう人材育成に取り組
んでいる。

□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

□本部による作業状況確認や総括責任者
によるＯＪＴの実施を通じて、労働環境
の確保に取り組んでいる。

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


