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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・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。また、受付業務では原
則２人体制を基本に実施している。

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

□神奈川県立相模湖漕艇場の水域等にお
ける運営委員会を開催し、管理運営につ
いて意見交換を行い、協力体制を構築し
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

□維持管理事業、利用承認事業等の指定
管理業務は、ボートの競技等を通じた県
民のスポーツ振興を目的とした運営方針
に基づいて確実に実施されている。
□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。

　利用者サービスの向上に向けた取組は協定等に定める業務基準や事業計画に沿って着実に取り組まれており、施設の維持管
理に求められる水準の維持や地域との連携についても有効に行われているため、協定に定める水準を満たしていると判断でき
る。
　施設利用状況及び利用者の満足度は高い水準であり、今後とも順調な施設運営を行ってもらいたい。
　利用者からの苦情・要望等や施設での事故・不祥事への対応は適切に行われている。
　収支状況は、５年間プラスとなっており非常に優良な経営が行われていると言える。
　業務遂行能力については各項目で協定に定める水準を満たしている。
　以上の観点から、相模湖漕艇場の指定管理者制度による管理状況は総合的に良好と判断できる。

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 相模湖漕艇場

指 定 管 理 者 名 一般社団法人相模湖観光協会・特定非営利活動法人神奈川県ボート協会グループ

施設所管課（事務所） スポーツ課

評価理由及び今後の対応



イ

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

□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

□28年度よりホームページを開設し、施設の情報を広報するとともに、大
会情報等を更新するなど、積極的な周知を図った結果、利用人数の目標を
達成することができたほか、円滑な利用調整を行うことができた。
□相模湖ボート教室の参加者が、チーム編成して市民レガッタに毎年出場
している。また、参加者個人が漕艇場コースを利用している。
□利用促進に向け、貸出艇の修繕、メンテナンス等を随時行ってきたが、
５年間を総合すると、対目標値（率）は109.4％であり、利用促進に向け
た適切な取組が行われていると言える。

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

対目標値（数）
※下段は率

1,979 人 △ 2,294 人 △ 453

18,547 人 19,701

人 対目標値（率）

111 ％ 88 ％ 98 ％ 109.4 ％

人利用者数

人 18,000 人(利用者数)
設定方法：

20,979 人 16,706 人

目標値
19,000 人 19,000 人 19,000

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

15,000 人 18,000 人(利用者数)
設定方法：

22,008 人 20,263 人利用者数

対目標値（数）
※下段は率

7,008 人 2,263 人

147 ％ 113 ％



％ ％ ％ ％ ％

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

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

□日ごろから来場者へのあいさつや声かけを通して、積極的に利用者の意
見を把握している。
□把握した苦情・要望等を真摯に受け止め、必要に応じて職員全員への意
識付けや業務改善に努めている。

平成27年10月
一般向けの大会を春のみならず
秋にも開催してほしいという要
望

大会の開催については協会内部で検討す
る。

平成29年4月
遊船組合から夜間航行時にコー
ス内の大きなブイが見えず大変
危険だとの指摘

大きなブイにソーラーライトを購入し取り
付けた。

Ｈ27年度 ５か年平均

評価結果 評価区分

Ａ
「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

94.0

156

Ｈ28年度

97.0

225

Ｈ30年度

90.7

98

Ｒ元(H31)年度

96.7

206

Ｈ29年度

89.8 ％

３　利用者満足度の状況

76.4

223

□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

□施設利用者に直接手渡しで回答を依頼し、退場時に声かけして回収する
ことで、積極的に満足度向上に向けた意見集約に取り組んだ。このような
取組の結果、５年間を通して87.9％の回収率となっている。
□回答結果は、27年度・28年度に施設・設備の老朽化に対する対応を求め
る意見が多かったため、対策としてトイレの様式化や浮桟橋の更新を実施
した。そのほか、艇の修繕や学生利用日の事前調整、障がい者等の利便性
の向上など、アンケート結果を踏まえ、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。

平成27年7月
艇庫外における艇の仮置き設置
に係る相模湖公園の利用に関す
る苦情

公園利用客への影響を考慮し、漕艇場利用
者に対して注意喚起を行った。

平成27年8月
ボート教室を増やしてほしいと
の要望

次年度からのボート教室は意見を踏まえ検
討する。

平成27年5月
遊船業者から隣接する浮桟橋か
ら艇に乗降する学生の利用に対
する苦情

当該浮桟橋を使用停止とし、さらに老朽化
により利用停止していた別の浮桟橋の利用
を再開することで、遊船業者の理解を得
た。

平成27年6月

閉鎖中である鶴見漕艇場から相
模湖に多数の利用者が来場する
中で、相模湖漕艇場施設の利用
方法に関する問い合わせ

初めての利用者に、コースのルールなどを
丁寧に説明し快適な利用を提供した。

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

平成27年4月
施設案内看板の文字が色褪せて
見づらいとの苦情

案内看板を職員が手造りで作成した。



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

□使用していない研修室等については常時施錠し、閉館時の見回りや夜間
の機械警備など、事故や事件が発生しないよう取組んでいる。
□日本ボート協会等の作成する各種安全マニュアルや災害対応マニュアル
に沿って、相模湖内における事故への適切な対応、安全処置を講じてい
る。
□平成29年に盗難事件が発生したが、すぐに適切に対応し、その後も鍵付
きロッカーを使用するよう注意喚起を行うなど、対応は適切である。

更衣室で利用者の財布からお札が抜かれた。
①警察からの聴取対応等を行った。貴重品の管理を鍵付きのロッカーなどを
利用するように注意を促した。
②漕艇場からの情報を受け、随時モニタリングを実施した。改善勧告は実施
していない。
③引き続き、貴重品の管理を鍵付きのロッカーなどを利用するように注意を
促している。
④⑤⑥なし

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

平成29年10月

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）



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
1,752 9,830

(0) (0)

支出
18,687 81,625

(18,882) (82,882)

0

(16,791) (2,091) (73,135) (0)

利用料金 その他

16,791 3,648

収入
20,439 91,455

(18,882) (82,882)

内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収支差額
2,453 2,158 2,086

(0) (0) (0)

支出
15,568 15,653 15,940

(16,000) (16,000) (16,000)

(14,086) (1,914) (14,086) (1,914) (14,086) (1,914)

その他

14,086 3,935 14,086 3,725 14,086 3,940

27年度 28年度 29年度

収入
18,021

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

□平成28年度は天候不良が多かったこと、平成30年度は外部への借艇数が
なかったことから、利用料金収入が減った。
□一方で、ホームページの活用等、さまざまな媒体を活用した情報発信を
行っており、５年間を総合すると収支比率は112.0％と高い水準に達して
いる。
□日中時間帯の消灯や冷暖房使用に係る節電、軽微な修繕を施設職員が直
営で行う等により、経費節減に努めている。

評価結果 評価区分

Ｓ
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

17,811 18,026

(16,000) (16,000)

６　収支状況

(16,000)

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

収入合計／支出合計比

112.0%

30年度

17,158

(16,000)

指定管理料 利用料金 その他

14,086 3,072

(14,086) (1,914)

15,777

(16,000)

1,381

(0)

令和元（平成31）年度 累計

73,135 18,320

(9,747)



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。
□物品等の購入に際してグリーン購入を
推進している。また、年間を通じて節電
対策を行っている。

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

□月１回の職員ミーティングにおいて、
個人情報の管理及び取扱いについて徹底
するよう指導し、必要な情報を共有して
いる。
□上記のとおり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

□平日は２名、利用者の多い休日には４
名程度の職員を配置する等、効率的で適
切な人員配置がなされている。
□年１回の防火・水難訓練だけでなく、
随時外部機関が実施する研修を積極的に
受講させる等、適切な管理運営ができる
よう努めている。

□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

□夏季の開場時間拡大中は、時間外労働
ではなく、２交代勤務制にするなど、労
働環境の確保・向上に努めている。

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


