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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 津久井湖城山公園

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 厚木土木事務所津久井治水センター

評価理由及び今後の対応

　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、遺構保存や生態系に配慮した植
物管理など当公園の特徴である歴史と自
然に配慮した維持管理が行われているこ
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

□地域の代表や学識者等で構成される
「県立津久井湖城山公園整備と管理運営
に関する連絡会」の事務局として、積極
的に連携して管理運営を行っている。
□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

□本公園の総合的な管理運営方針である
「しろやまオープンミュージアム　快適
な湖畔の憩いの空間」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）
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※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

157

□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

△ 66,277 人 △ 53,612 人

87 ％ 90 ％

(指定管理者提案値)
設定方法：

436,583 人 459,108 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

502,860 人 512,720 人

人 522,580 人(指定管理者提案値)
設定方法：

479,704 人 501,235 人

目標値
522,580 人 532,440 人 542,300

対目標値（数）
※下段は率

△ 42,876 人 △ 31,205 人 △ 18,396

523,904 人 480,107

人 対目標値（率）

92 ％ 94 ％ 97 ％ 91.9 ％

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

□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30回程度掲載されるなど、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湖畔でのバーベ
キュー事業を展開している。
□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。

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

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

99.1

114

Ｈ28年度

89.3

117

Ｈ30年度

95.2

99

Ｒ元(H31)年度

99.1

114

Ｈ29年度

95.7 ％

96.3

Ｈ27年度



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

H29.1
湖畔展望園路が凍結しており滑
りやすい

直ちに現場へ向かい、塩化カルシウムをま
いて凍結防止処理を実施

H29.12
滑り台脇に杭が飛び出ていて危
険

直ちに現場へ向かい、その場で打ち込み

H30.7
花の苑地から山頂に登る登山道
に倒木がある。

現地調査の結果、ケヤキの倒木を確認、登
山道を通行止めにした。業者に依頼して２
日後に撤去、復旧した。

R1.5

登山道でトレイルランをしてい
る方とぶつかったので、禁止に
してほしい。

県に確認の上、禁止事項にはあたらないこ
とから、利用者へのお願いとして十分に注
意するよう呼びかけることとした。

R2.3

整備、清掃が行き過ぎており、
草花、樹木の伐採を過度に行う
ことにより、生物の生息にも影
響を与えているのではないか。

県が作成した自然環境保全計画に基づいて
管理を行っており、貴重種など自然の動植
物に配慮しながら、適切に管理を行ってい
く旨回答した。

H30.9
バーベキューの当日キャンセル
について、ホームページの記載
と電話対応の扱いが異なる。

ホームページの記載に誤りがあったことか
ら、本部に依頼して修正対応した。

H31.3

桜まつりのための来園者の車両
で駐車場がいっぱいになり、国
道まで動かないので誘導してほ
しい。

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。

R1.11
園路の舗装が傷んでおり車椅子
での通行がしづらい。

県に要望内容を伝えるとともに、指定管理
者が応急的な補修を実施した。

R1.12
駐車場門扉が閉園時間より前に
半分閉められていて車がぶつか
りそうになった。

再発防止のため委託業者に指導した。

H30.5
イベントの音響がうるさい。 コンサートのリハーサル中であり、説明し

て理解をしていただいた。

警備員に加え、園長ほか公園スタッフが出
て、車を誘導した。

H31.4

イベント開催日に、駐車場が混
雑したことから、障がい者駐車
区画も使用していたため、障が
い者を乗せた車両が利用できな
かった。

協会本部より障がい者駐車区画に一般車を
誘導しないように各公園に通達した。

年月 意見の内容 対応状況

H27.9

H27.7
公園のメールマガジンが送られ
てこない

直ちに現場を確認するとともに、専門業者
に修理を依頼し、当日に復旧

直ちに一斉送信をするとともに、今後は送
信日を固定して自動送信できるよう設定し
た

トイレの水が出ない



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

H27.8.10

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）

R1.9.9

①来園者がベンチに手をついたところ、棘が刺さった。
②当日に電話での報告、その後事故報告書の提出あり。
③その場で棘を抜く治療。事故当日にベンチの修繕を実施。
④無し
⑤費用負担無し
⑥無し

①倒木撤去作業後、職員２名がツタウルシによるかぶれを発症。
②病院での受診後、指定管理者より報告書の提出を受ける。
③症状が治まらないことから、４日後に病院で診察を受ける。
④無し
⑤長袖作業着に布製アームカバー及び手袋を装着していたが、症状が発生。
⑥無し

H30.4.19

①作業員が国道沿いで除草作業中、小石が跳ねて走行中の車両を破損させ
た。
②同日に第１報の報告を受ける。
③車両右後部の窓ガラスが全損。
④無し
⑤作業にあたり防護ネットを使用していなかったことが原因。指定管理者が
修理費用を弁償。
⑥無し

H30.11.22

①作業員が管理詰所でシャッターに挟まった物を取った際に手を挟まれた。
②同日に第１報の報告を受ける。
③手の甲を剥離骨折し、全治４週間の怪我。
④無し
⑤他の作業員にも作業時の注意事項を再確認するように周知徹底した。
⑥無し

H31.2.24

①幼児が遊具で遊んでいる際、顎を打って舌を切ってしまい、出血した。
②翌開庁日に指定管理者より報告を受ける。
③園長が車で医者に連れて行き、診察を受けたが、特に問題はなかった。
④無し
⑤費用負担は無し
⑥無し

①２歳の児童が大型複合遊具付近で遊んでいる際に転倒し、滑り台部分に頭
をぶつけた。
②県職員による状況確認後、専門業者による緊急点検を実施、点検結果を踏
まえて使用禁止の措置を取った。
③H28年度に県で大型遊具の改修工事を実施し、利用再開した。
④無し
⑤H28年度に県で更新工事を実施
⑥無し

H29.1.30

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。
□指定管理者が原因でない事故であっても、即時に対応し、県への報告も
迅速であるなど、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

103.9%

30年度

146,778

(146,343)

指定管理料 利用料金 その他

145,920 0 858

(145,920) (0) (423)

143,378

(146,343)

3,400

(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

146,764 146,821

(146,314) (146,323)

６　収支状況

(146,333)

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
元広報誌や新聞にイベント等を掲載されるなど、利用者増に伴う収入増加
に向けた取組をおこなっている。
□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。

0 901

支出
139,029 142,763 142,870

(146,314) (146,323) (146,333)

(145,920) (0) (394) (145,920) (0)

27年度 28年度 29年度

収入
146,694

その他

145,920 0 774 145,920 0 844 145,920

(403) (145,920) (0) (413)

令和元（平成31）年度 累計

収入
149,438 736,495

(149,055) (734,368)

収支差額
7,665 4,001 3,951

(0) (0) (0)

816 732,302 0内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収支差額
8,911 27,928

(0) (0)

支出
140,527 708,567

(149,055) (734,368)

4,193

(148,622) (0) (433) (732,302) (0) (2,066)

利用料金 その他

148,622 0



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）

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。

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。
□公園管理事務所内勤に障がい者を雇用
している。また、花壇内の除草、花殻摘
み等を地域の障がい者支援
施設に委託して障がい者支援施設の施設
外就労を支援している。

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、当公園
の特徴である歴史と自然の専門家を配置
するなど適切な人員配置となっている。

□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。


