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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 茅ケ崎里山公園

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 藤沢土木事務所

評価理由及び今後の対応

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、「眺め･歩き･食し･学び･楽しむ　里山の恵み伝える公園」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、より良い管理運営
を目指し運営会議を開催したり、地域や団体等と連携しイベントを開催し、地域活性化に貢献しており、Ａ評価とした。
２ 施設の利用状況
　利用促進事業については固定化が見られるものの、地域や様々な団体等と連携し、年間100件以上のイベントを共催、主催す
るとともに、ネット、チラシ、ポスター、地域情報誌など様々な媒体においてPRを実施している。バーベキューの運営は設置
目的に合致しており、利用者サービスの提供だけでなく、公園北部の利用促進につながっている。今後、さらに公園北部の利
用促進が図られることを期待する。
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、色々なイベント等を開催し、利用者満足度96.3％でＳ評価となった。
４ 苦情･要望等への対応
　非があるものについては謝罪し、毎年、接遇･苦情対応研修を受講するなど苦情･要望等への対応は適切である。
５ 事故･不祥事等への対応
　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。
６ 収支状況
　収入/支出比が102.3％となり、Ａ評価となった。地域や団体等と連携し、イベントを開催するとともに、PPS（特定規模電気
事業者）の活用、他公園との備品等共有化、池清掃の機械導入、集約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。
７ 業務遂行能力
　管理運営にあたって必要な人員は配置されている。地域還元という観点から地域からの雇用を積極的に行っている。自主財
源による照明のLED化、グリーン購入、EV車両の導入、バイオマスボイラーの稼働など環境配慮の多様な取組を進めるととも
に、障害者就労施設へ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。

指定管理者制度による管理の有効性 有 無

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



１　サービス向上に向けた取組の実施状況

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実績報告書及び
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

□　運営協議会を運営するとともに地域
や団体等と連携し、イベントを開催し、
地域活性化に貢献している。
□　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、
「眺め･歩き･食し･学び･楽しむ　里山の
恵み伝える公園」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。

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）



ア

イ

※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

106 ％ 108 ％

(指定管理者提案値)
設定方法：

559,222 人 567,463 人利用者数

対目標値（数）
※下段は率

33,222 人 41,463 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

526,000 人 526,000 人

人 359,857 人(前年度数値)
設定方法：

463,694 人 105,710 人

目標値
526,000 人 115,577 人 105,710

対目標値（数）
※下段は率

△ 62,306 人 △ 9,867 人 2,329

108,039 人 360,826

人 対目標値（率）

88 ％ 92 ％ 102 ％ 100.3 ％

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

□　H30年度から駐車場の平日有料化を行っているため、H30年度・R元年
度については、目標値との比較ではなく、前年度利用者数との比較により
評価を行っている。
□　利用促進事業についてはネット、チラシ、ポスター、地域情報誌など
様々な媒体においてPRを実施しており、集客に効果を上げていると思われ
る。
□　BBQ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だけで
なく、公園北部の利用促進につながっている。
□　固定化が見られるものの、地域や様々な団体等と連携し、年間100件
以上のイベントを共催、主催するなど、利用促進の取組を進めている。

評価結果 評価区分

Ａ
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



％ ％ ％ ％ ％

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

98.2

160

□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。県調査以外にも、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件以上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。

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

H29 紛失物の対応に係る苦情
　謝罪し、対応方法を警察とも連携し、整
理し、定期的に警察署に届けるなどの対応
について職員に周知徹底した。

R1 性別確認に係る苦情
　不快な思いをさせないよう職員教育を行
い徹底する。

３　利用者満足度の状況

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

95.8

114

Ｈ28年度

96.9

126

Ｈ30年度

96.6

112

Ｒ元(H31)年度

94.4

168

Ｈ29年度

96.3 ％

H29,H30,R1
駐車場料金体系の変更に係る苦
情

　事情を説明し、理解を求めた。

H30 除草の集積方法に係る苦情 　事情を説明し、すぐに対応した。

確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

H30
バーベキューの器具の取り扱い
方法に係る苦情

　事情を説明し、理解を求めた。今後、職
員教育を行い徹底する。

□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。

□　必要な対応を取ったり、事情や理由を説明したりするだけでなく、毎
年、接遇･苦情対応研修を受講するなど苦情･要望等への対応は適切であ
る。



①草刈り中の飛石による車両等の破損
②再発防止策を確認
③立入禁止区域の設定や飛散防止ネットの使用等の対策を実施
④なし
⑤指定管理者が負担
⑥なし

事故・不祥事等の
概要と対応状況

５　事故・不祥事等への対応

発生年月日

H27･H29

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）

H29.2

Ｈ27.11

H28.4

①利用者が木製階段で転倒し、怪我をした
②再発防止策を確認
③横木の隙間が発生しないように土を埋めて固めた
④なし
⑤なし
⑥なし

①来園者が階段の塩ビ桝に蹴躓いて捻挫
②指定管理者から報告を受け、その後の状況と対応方法について調整
③階段の嵩上げを実施
④なし
⑤治療費を指定管理者が負担
⑥なし

①協会職員が脚立に乗って下枝を剪定中に転倒し、ほほ骨を骨折した。
②再発防止策を確認
③現場で再発防止対策会議を実するとともに、専門家を呼んで安全講習会を
開催
④なし
⑤指定管理者で負担
⑥なし



H29.7

①犬の散歩をしていた利用者が寄りかかった木柵が折れ、右足首と左手を打
撲した。
②同日にメールで、翌々日に電話で報告を受けた。
③右足首と左手の打撲。コーンとバーで立入禁止措置を取るとともに、速や
かに補修した。また、園内の木柵の一斉点検を行い、指定管理者及び公園管
理者それぞれ修繕を行った。
④木柵の根元の腐食。
⑤木柵の補修を指定管理者が実施した。
⑥なし

H29.12

H30.2

①利用者が木製階段から転倒し、顔を擦り出血。
②同日メールで、翌日に電話で報告を受けた。
③顔を裂傷。足元注意の看板を設置。
④なし
⑤なし
⑥なし

①利用者が池で滑り、頭をぶつけた。
②同日メールで、翌日に電話で報告を受けた。
③頭を打撲。滑りやすい旨の注意看板を設置
④なし
⑤なし
⑥なし

①利用者が建物の柱にぶつかり、顔にケガ。
②後日、利用者の関係者から通報があり、メールと電話で報告を受けた。
③顔を裂傷。柱に防護措置をした。
④なし
⑤なし
⑥なし

H30.5

H30.6

H31.2

①スタックした管理車両を発進させた際に樹木と衝突した。
②同日、メール及び電話で報告を受けた。
③出来る限り、現場への移動時の車両の使用を自粛するとともに園地への乗
入れはしないこととした。
④なし
⑤現場への移動に車両を使用したこと、園地への乗入れ。
⑥なし

①東詰所及び風のテラスの自動販売機が荒らされた。
②同日、メール及び電話で報告を受けた。
③センサーライトを設置するとともに、防犯カメラ作動中の看板を掲示し
た。警備員に丁寧な見回りを依頼するとともに、警察に夜間の見回りを依頼
した。
④なし
⑤なし
⑥なし

①管理車両が駐車場のゲートバーを破損した。
②同日にメール及び電話で報告を受けた。
③職員に対し、安全運転に係る注意喚起を行った。
④なし
⑤指定管理者が実施
⑥なし

事故・不祥事等の
概要と対応状況

H29.8

H29.9

H29.4

①利用者が木製階段で転倒し、腕を骨折した。
②同日、メール及び電話で報告を受けた。
③男子大学生の腕の骨折。階段を１段増やすとともに注意看板を設置した。
④なし
⑤足を滑らせたこと
⑥なし

①中の谷池東側の水路で遊んでいた子供がｶﾞﾗｽの破片で怪我をした。
②同日にメールで、翌日に電話で報告を受けた。
③足裏の切り傷。ｶﾞﾗｽの破片を除去するとともに、立入禁止看板を設置し
た。また、水路の先の中の谷池にもｶﾞﾗｽ破片が残留している恐れがあること
から、水抜きを実施した。
④なし
⑤なし
⑥なし



①作業員が植栽刈込中に、足を裂傷。
②後日、メールと電話で報告を受けた。
③足の裂傷。再発防止対策会議を開催し、再発防止の周知徹底を行った。
④なし
⑤なし
⑥なし

①利用者が遊具の補修テープの剥がれにより、足の裏に裂傷を負った。
②翌日に電話で報告を受けた。
③病院で措置済み。破損箇所は事故翌日に補修済み。
④けが人への気遣いが欲しかったとの申し出あり。
⑤なし
⑥なし

H31.2

R1.9

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速やか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。

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

(0)

570,104 0

(0)

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

内訳

指定管理料 利用料金

7,418 3,040

(0) (0) (0)

累計

内訳
(17,313)

128,780

(130,913)

347

(0)

令和元（平成31）年度

15,81315,527

(113,600)

収入合計／支出合計比

102.3%

30年度

129,127

(130,913)

指定管理料 利用料金 その他

113,600 0

□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

□　県の方針を踏まえて駐車場料金体系の見直しを行った。アクセスの比
較的悪い公園であり、駐車場料金体系の変更後、利用者が減少しているこ
とから、駐車場利用者のマーケッティングを踏まえた料金体系の検討が望
まれる。

□　PPSの活用、他公園との備品等共有化、池清掃の機械導入、集約発注
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。

(115,704) (0) (17,894) (570,104) (84,434)

利用料金

支出
126,015 121,041 126,772

(129,705) (129,812) (130,510)

収入
131,517 647,401

(133,598) (654,538)

収支差額
2,471

確認の視点 収支状況についての評価

評価結果

収支差額
1,573 14,849

(0) (0)

支出
129,944 632,552

(133,598) (654,538)

16,212

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

(113,600) (0) (16,105) (113,600) (0) (16,212) (113,600) (0) (16,910)

その他

128,486

113,600 0 14,886 113,600 0 14,859 113,600 0

その他 指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金

128,459 129,812

(129,705) (129,812)

６　収支状況

(130,510)

27年度 28年度 29年度

収入

115,704 0 77,297

その他



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、バイオマス
ボイラーの稼働など環境配慮の多様な取
組を進めている。
□　障害者就労施設へ業務発注を行って
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

□　管理運営にあたって必要な人員は配
置されている。地域還元という観点から
地域からの雇用を積極的に行っている。
□　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

□　労働関係法令の遵守や安全衛生環境
の向上等により、労働環境の向上に努め
ている。

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）

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。

評価結果 評価区分

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


