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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 神奈川県立山岳スポーツセンター

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） スポーツ課

評価理由及び今後の対応

　サービスの向上に向けた取組については、協定書や事業計画の内容に沿って着実に行い、適切な施設の維持管理や地域との
連携に努めており、協定等に定める水準を満たしていると判断できる。
　施設利用状況については良好であり、引き続き自主事業の物販、バーベキューセットの貸出のほか、神奈川県山岳連盟と連
携したクライミング教室等催しの充実による利用者サービスの向上や積極的な広報により、利用者の増加に努めてもらいた
い。
　利用者の満足度については高評価を得ており、利用者からの苦情や要望、事故・不祥事に対しては、適切な対応を行ってい
る。
　収支状況については良好であり、秦野戸川公園との一体管理による経費節減等、引き続き効率的な施設運営に努めてもらい
たい。
　業務遂行能力は各項目において協定等に定める水準を満たしている。
　以上の観点から、山岳スポーツセンター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、指定管理者制度によ
る管理運営は有効であると評価できる。

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

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

□清掃等の施設の維持管理業務について
は事業計画のとおり着実に実施されてい
る。受付業務については、常時職員を配
置し、利用者対応ができるようにしてい
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

□地域の企業やシルバー人材センターの
活用や、中学校の職場体験の受け入れ等
の取組みにより、地域との連携を積極的
に行っている。

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

□協定書及び事業計画書の内容に基づ
き、指定管理業務を着実に行っている。
□指定管理業務が適切に実施されている
ことを月例報告書により確認している。

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

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

84.0

210

□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

□年２回、窓口への配架や利用者へ直接配布し、調査を行っている。広く
意見を把握するため配布数を増やした結果、回答者数の増加につながっ
た。

□利用者満足度調査の結果を踏まえ、対応可能な要望については指定管理
者として対応している。

利用者数

対目標値（数）
※下段は率

△ 919 人 1,135 人

92 ％ 110 ％

(利用者数)
設定方法：

10,481 人 12,635 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

11,400 人 11,500 人

人 11,380 人(利用者数)
設定方法：

10,681 人 11,616 人

目標値
11,000 人 11,500 人 11,500

対目標値（数）
※下段は率

△ 319 人 116 人 213

11,713 人 11,425

人 対目標値（率）

97 ％ 101 ％ 102 ％ 100.4 ％

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

□各種イベント案内のホームページ掲載や、施設付近の案内掲示の更新に
より、利用者への広報を行っている。
□施設の最新の予約状況をホームページで随時公開するなど、利用者の利
便性を高める取組により、利用促進に努めている。
□自主事業の物販やバーベキューセットの貸出は、利用者のニーズに対応
しており、利用者から好評を得る等、サービスの向上につながる事業と
なっている。今後は神奈川県山岳連盟と連携したクライミング教室等催し
の充実による利用者サービスの向上や積極的な広報により、利用者数が目
標値を上回るよう努めてもらいたい。

３　利用者満足度の状況

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

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

99.1

315

Ｈ28年度

99.3

290

Ｈ30年度

99.1

340

Ｒ元(H31)年度

98.9

260

Ｈ29年度

96.5 ％



①操作盤エラーコード表示
②室内機からの送風はあるが冷房は機能せ
ず。屋外機は作動していない状況を確認
③屋外機の電子基板部にムカデが侵入した
ことによる故障が原因。
④該当なし
⑤指定管理者費用負担
⑥該当なし

1階事務室エアコン故障平成30年8月17
日（金）

施設給水に伴う受水槽減菌装置
の故障

①７月11日に機器復旧工事を行った
②故障発生後に報告を受け、機器復旧まで
毎日簡易検査を行い安全性を確保すること
を確認した
③モーターの老朽化が原因。修理後、通常
稼働している。
④該当なし
⑤機器修理・施設管理者費用負担
⑥該当なし

遭難対策訓練中における利用者
の怪我による救急搬送

①事故発生後、宿泊室での休養、救急搬送
対応を行った
②事故発生後に報告を受け、保険請求手続
きを行った
③本人がしりもちをついた際に怪我をおっ
たもの。その後、同様の事故は発生してい
ない。
④該当なし
⑤該当なし
⑥該当なし

□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

□利用者からの要望に対し、修繕や物品購入により適切に対応している。

５　事故・不祥事等への対応

発生年月日

平成29年６月
３日（土）

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）

上記同様

確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

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

2019年9月

・清掃改善（シャワー室、トイ
レ）（７件）、トイレの洋式化
（３件）

・定期清掃週２回、宿泊後毎回実施してい
ますが、今後もこまめな清掃を心掛けま
す。
・設備等の改善については、優先順位等を
踏まえ対応を検討していきます。

2020年3月

・風呂の設置（８件）、清掃改
善（シャワー室）（３件）、食
堂が寒い（２件）、トイレの洋
式化（１件）

平成29年７月
１日（土）

事故・不祥事等の
概要と対応状況



受水槽給水ポンプ制御盤故障 ①利用者がトイレ使用時に排水ができない
との連絡。
②使用不可の処置
③委託業者による点検後、制御盤故障のた
め修理
④該当なし
⑤指定管理者費用負担
⑥該当なし

平成30年11月8
日（木）

平成31年1月29
日（火）

放送設備からの異常音発生 ①放送設備機器より異常音発生
②一ヶ月様子を見たが状況が改善されず県
スポへ報告
③設置施工業者により蓄電器異常による警
報音の発生と確認。
④異常音発生箇所のプラグを外して対応
⑤該当なし
⑥該当なし

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

□「事故防止点検マニュアル」に基づく日常点検を実施しており、職員不
在時の機械警備、警報発令時の施設内パトロール、利用者への事故防止の
周知等により日常的に事故防止に努めている。

□事故・不祥事等発生時には指定管理者として適切な初動対応を行ってお
り、緊急時の連絡網により関係機関への連絡・報告を行っている。

事故・不祥事等の
概要と対応状況

平成31年3月12
日（火）

宿泊棟の電話機故障 ①県平塚土木発注の電話機器交換工事に伴
い、業者より3台の故障の報告あり。
②使用不可の処置
③その他の電話も同時期に設置しているた
め故障が発生する可能性がある
④該当なし
⑤新たに電話機3台購入（指定管理者）
⑥該当なし

令和元年8月14
日（水）

宿泊利用者救急搬送 ①夕食後部屋で飲酒し体調が悪くなった。
（1時20分頃）
②宿直業者に連絡し救急搬送（午前1時50分
頃）
③部屋での飲酒は禁止のため、利用者に注
意喚起を行った。
④該当なし
⑤該当なし
⑥該当なし



単位：千円

※(　)内は収支計画額。令和元（平成31）年度は速報値

5,923

利用料金 その他

9,598 5,606

収入合計／支出合計比

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

15,869 15,153

(15,318) (15,318)

６　収支状況

(15,318)

内訳

指定管理料 利用料金

103.4%

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

□ホームページや県の広報媒体を利用した施設情報提供により利用者人数
の増加を図り、利用料収入増加に努めている。

□秦野戸川公園との一体管理により、兼務による人員削減、管理業務の一
括発注等の効率的な運営を行い、経費節減に努めている。

5,814

(9,339) (5,979) (9,339)

9,339 6,530 9,339

(5,979) (9,339) (5,979)

収支差額
238 721

14,950

(15,318)

312

(0)

令和元（平成31）年度 累計

(5,979)

405

(0) (0) (0)

支出
15,115 15,148 14,748

(15,318) (15,318) (15,318)

46,954 29,887

(29,921) (0)

30年度

15,262

(15,318)

指定管理料 利用料金 その他

9,339

収支差額
853 2,529

(0) (0)

支出
14,351 74,312

(15,603) (76,875)

0

(9,598) (6,005) (46,954)

内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

(9,339)

収入
15,204 76,841

(15,603) (76,875)

27年度 28年度 29年度

収入
15,353

その他

9,339 6,014



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）

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
□協定書に基づき個人情報保護規定を定
めており、個人情報漏洩等の事故は発生
していない。

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

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
□指定管理業務の実施にあたり、法令違
反行為はない。
□利用者に対し、ゴミの持ち帰りを呼び
かけている。

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

□登山やクライミングの知識や資格を有
した職員を採用しているほか、各種研修
により職員の能力開発を積極的に行って
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 □職員に対しハラスメント対策を行って

いる。


