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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

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）

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

□植物・公園施設、設備の清掃等の維持管
理業務は、業務計画の水準以上実施されて
おり、利用者から高い満足度を得ているこ
とを月例報告書及び随時現地調査により確
認している。受付業務では、最低でも１名
が常時窓口に待機している。

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

□地元中学生の職場体験受入れ、地元農協
による朝市の開催、町郷土資料館と連携し
た自然観察など幅広い連携を展開してい
る。
□植物管理や工芸工房村の体験指導業務
は、地域企業への委託を実施している。

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

Ｓ

□つつじまつり等のイベント事業の指定管
理業務は、広域レクリエーション拠点づく
りを目的とした運営方針に基づき水準以上
に実施され、利用者数も大幅に伸びてい
る。
□指定管理業務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。

≪評価方法≫
　サービス向上に向けた取組の実施状況の評価はＳ、施設の利用状況の評価はＢ、利用者満足度の状況の評価はＳ、収支状況の
評価はＡ、業務遂行能力の評価はＡで、総合評価はＡとなった。
　施設利用者はホームページ等を活用した情報発信で確実に伸びており、利用者満足度の評価も常に高く、管理運営は適切に行
われている。安全管理についても指定管理者に起因する事故等がないことは特筆すべきものがある。
　適切に公園の管理運営が行われていることや、利用者サービスの向上及び経費の大幅な節減の観点からも指定管理者制度が有
効に機能しており、次期も指定管理者制度による運営を継続していくことが必要と考える。

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

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 あいかわ公園

指 定 管 理 者 名 公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

施設所管課（事務所） 都市公園課 厚木土木事務所

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

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

□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、イベント時１回、平日３回の計７回調査
アンケートの趣旨を説明し、手渡しで回答を依頼し、年間を通じてできる
限り多く、公園のいろいろな箇所でアンケートを実施した。1公園あたり
100サンプル程度を目標に実施した。
利用者本人に記入してもらう場合は未記入項目があれば聞き取り、追記を
行っている。
□指定管理者による適切な公園管理により、平成27年度～令和元年度は、
高い満足度を得ており、利用者満足度向上に向けた取組が継続的に行われ
ている。

159 133 107 94 115

評価結果 評価区分

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

97.5 97.8 99.1 94.0 96.6

97.1 ％

確認の視点 施設の利用状況についての評価

□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

□イベント開催の周知、園内の花の様子や開花情報の他にも、紅葉情報、
冬季の景色の魅力について、ホームページにツイッターを組合せて積極的
に広報を行っている。
□工芸工房村を利用した学校等(約500件)に翌年の年間計画等をダイレクト
メールで送付し、継続的な利用を促した。
□これらの取組の結果、平成29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。

３　利用者満足度の状況

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元(H31)年度 ５か年平均

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。

△ 76,532 人 対目標値（率）

103 ％ 92 ％ 85 ％ 93.6

人 443,701 人利用者数

対目標値（数）
※下段は率

14,137 人 △ 40,634 人

492,412 人 459,366 人 423,468

％

500,000 人 473,930 人(指定管理者提案値)
設定方法：

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元(Ｈ31)年度 ５か年平均
目標値

478,275 人 500,000 人

対目標値（数）
※下段は率

△ 10,035 人 △ 38,081 人

98 ％ 92 ％

利用者数

(指定管理者提案値)
設定方法：

424,790 人 418,469 人

目標値
434,825 人 456,550 人

２　施設の利用状況

Ｈ27年度 Ｈ28年度



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

□あいかわ公園災害・事故防止マニュアルに従って、防災組織と責任者、
行動基準を明確にし、関連機関とも連携して即座に対応する体制を確保し
ている。

□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

□日ごろから来園者へのあいさつや声かけを通して、積極的に利用者の意
見の把握に努めている。
□把握した苦情・要望等が確認された際、必要に応じ職員全体に研修や朝
礼等で職員の意識改革や業務改善を行う体制ができている。

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

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）

確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

楽しく遊んで気持ちよく帰れるよう、注意の
仕方に十分配慮することを、職員全員に注意
徹底した。

遊具監視員の注意の仕方が厳し
かった。

R元年11月3日

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



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

□ホームページやツイッターを活用した情報発信、近隣の宮ヶ瀬ダム人気
の影響もあり、29年度には49万人超の過去最高の来園者数を記録し、その
他収入(駐車場収入等)も前年度比で約３％増加した。
□電気、水道使用量のグラフ化(見える化)を行い、公園、工芸工房村等で
情報共有を図り、一年を通して電気使用量の節減に努めた。また、パーク
センター及び工芸工房村で夏季にグリーンカーテンを設置し建物の電気使
用量の抑制に努めるとともに、公園利用者に取組みをPRした。

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

確認の視点 収支状況についての評価

(0) (0) (0)

収入合計／支出合計比

102.1%

(149,814) (734,610)

収支差額
103 4,385 15,576

(10,304) (35,992) (510,062) (51,786) (172,762)

支出
148,751 145,741 733,978

(147,940)

内訳

(101,636) (11,404) (34,900) (103,518)

101,636 12,290 34,928 103,518 12,193 34,415 510,062 65,120 174,372

累計

収入
148,854 150,126 749,554

(147,940) (149,814) (734,610)

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 指定管理料

(101,636) (10,037) (33,858) (101,636) (10,037) (34,006)

30年度 令和元（平成31）年度

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他

101,636 13,576 34,768

(10,004)

収支差額
5,707 3,266 2,115

(0) (0) (0)

(34,006)

支出
143,821 146,714 148,951

(145,531) (145,679) (145,646)

(101,636)

利用料金 その他

101,636 13,379 34,513内訳 101,636 13,682 35,748

６　収支状況

27年度 28年度 29年度

収入
149,528 149,980 151,066

(145,531) (145,679) (145,646)

指定管理料



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。
□間伐材を工作体験イベント等に積極的に
活用し、環境負荷の低減に取組んでいる。
□雇用環境整備資格を取得するとともに、
求人を行ったが採用には至らなかった。

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

□個人情報保護の重要性、管理方法を職員
会議等で職員に周知している。
□イベント参加者の個人情報は金庫で保管
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

Ｓ

□地域人材の活用を積極的に行い、台風前
後の対応を迅速に行える体制をとってい
る。
□接遇、安全管理、労働管理、設備管理な
ど多様な職員研修を積極的に行っている。

□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

□管理職が職員と昼食を取る等、積極的な
コミュニケーションを心掛け、情報共有を
図るなど労働環境の確保に努めている。

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


