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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 地球市民かながわプラザ

指 定 管 理 者 名 公益社団法人青年海外協力協会

施設所管課（事務所） 国際課

評価理由及び今後の対応

　指定管理者制度による管理運営状況の総括を行ったところ、施設の設置目的の達成に向け、企画展示やイベント等事業の
充実、広報による情報発信の充実、施設の適切な維持及び安全管理等に努めた結果、利用者数は、毎年度過去最高を更新
し、2018年度は461,004人に達した。利用者の要望等に随時丁寧に対応し、利用者サービスの向上にも努めており、利用者満
足度調査で「満足」と答えた利用者の割合は、過去３年間平均99.1％と高い。また、業務遂行における労働法規等の遵守に
も対処している。
　適切な事業実施や節電等経費節減努力などにより収支状況は概ね計画どおりであり、利用者数の増加や高い利用者満足度
とあわせて、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。
このため、引き続き指定管理者制度により、施設の管理運営を行う。

指定管理者制度による管理の有効性 有 無

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

2018 年度

評価 評価基準

Ｓ
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 2016/4/1 2021/3/31 評価期間 2016 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・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。
□受付等業務では、５階受付３箇所に
各１名計３名、１階事務室２名が常時
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

□展示ボランティアの募集・養成や、
地域のボランティア団体と連携した事
業・広報協力を実施している。また、
情報や活動の場、NPO事務室の提供等積
極的に支援している。
□保守管理業務等で、地域企業への業
務委託を行っている。

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

Ｓ

□施設設置目的に沿った運営方針に基
づき、学習センター事業や情報・相談
センター事業、サポート・ネットワー
ク事業などの指定管理業務が確実に実
施されている。
□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）



ウ

 ※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

ウ…そのほか（かながわグランドデザイン）

％ ％ ％

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

２　施設の利用状況

2016年度 2017年度 2018年度 ３か年平均

人 395,000 人(その他)

設定方法：

421,094 人 423,009 人

目標値

390,000 人 395,000 人 400,000

対目標値（数）
※下段は率

31,094 人 28,009 人 61,004

461,004 人 435,036

人 対目標値（率）

108.0 ％ 107.1 ％ 115.3 ％ 110.1 ％

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

□ホームページ、チラシ、新聞掲載、ソーシャルメディア等を活用した
広報活動に積極的に取り組んだ結果、利用者数は順調に増加し、2018年
度の利用者数は461,004人と過去最高を記録した。
□国際理解、多文化共生にかかる自主事業を実施し、県民の施設の利用
促進に取り組んだ。
□現指定管理期間開始後、過去最高の利用者数を更新し続けており、利
用促進に向けた適切な取組の成果を得ている。

３　利用者満足度の状況

2016年度 2017年度 2018年度 ３か年平均

評価結果 評価区分

Ｓ
利用者数と目標値を比較して（３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

確認の視点 施設の利用状況についての評価

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（３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

99.8 99.5 98.3

99.1 ％

418 579 583

□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

□毎年11月頃に、受付窓口等館内６箇所にアンケート及び回収箱を設置
して実施している。企画展示等利用者や事業参加者に、アンケートの趣
旨を説明し、積極的に満足度向上に向けた意見集約に取り組んだ。
□利用者満足度調査回答において、満足と答えた利用者の割合は3か年
平均で99.1％と高く、利用者満足度向上に向けた取組は適切である。
□また、受付窓口等館内常時３箇所に利用者の声を随時収集するための
アンケート及び回収箱を設置し、サービスの向上に努めている。



2017年4月
プラザホールの設備（客席側階
段への手すりの設置）

プラザホールの床は可動式のため、手すり
の設置は構造上困難であるが、特にシア
ター等会場内が暗い時は案内スタッフを増
員し、席に案内する等安全に十分配慮し運
営。

2017年5月
常設（ファンタジー）展示室内
に０歳児を遊ばせる場所や託児
所の設置

展示室に０歳児の遊び場所や託児所の新設
は困難。希望者には保育室（有料）や無料
ベビーカー貸出の案内を実施。

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

2017年1月

常設展示室の道具（ぬり絵コー
ナーの色鉛筆が短くて書きにく
いようなので、長めのものを用
意いただけると助かる。）

小さいお子様も楽しく安全に利用いただく
ため、状況を確認しながら順次長いものに
交換（長いものは必ず折られてしまうがそ
の度、交換）。

確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

2017年11月 保育室内マットの色落ち

定期的及び使用後には必ずマットの水拭き
清掃を行っており、色落ちについても確認
出来なかったが、老朽化も考えられるた
め、新規マットを購入。

2018年11月 ホームページの見やすさ等改善

ホームページリニューアルを検討していた
ため、要望の見やすさを第一優先に考慮
し、対応（スマートフォン対応可）

□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

□受付窓口等館内３箇所に利用者の声を収集するためのアンケート及び
回収箱を設置し、積極的に苦情・要望等を把握している。
□把握した苦情・要望等を真摯に受け止めて対応を検討するとともに、
情報共有や業務改善に努めている。
□様々な苦情・要望に対し、丁寧な説明や迅速な対応に努める等、利用
者の視点を重視し、サービスの向上につなげている。

５　事故・不祥事等への対応

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）

2016年8月30日

①５階こどもファンタジー展示室のトランポリンで遊んでいた子どもどうし
が頭をぶつけたため、応急措置及び医療機関の手配を速やかに実施。
②報告書及び電話にて状況詳細を把握。指定管理者の対応に問題はないと思
われたため、指導など特別な対応なし。
③救急搬送により医療機関受診。（結果、特に異常なし）指定管理者は、安
全監視スタッフを配置するなど展示室での安全管理を講じているが、事故の
状況を担当課に周知の上、多人数がトランポリン下やファンタジー展示室全
体に集中する場合、先に他の施設に誘導する等、極力人数の集中を避ける工
夫をしている。
④～⑥該当無



2017年５月13日

①５階こどもファンタジー展示室で、子どもどうしがぶつかり、一方の子ど
もの歯がもう一方の子どもの額にぶつかり、額に怪我したため、止血消毒の
対応など応急措置を速やかに実施。
②報告書及び電話にて状況詳細を把握。指定管理者の対応に問題はないと思
われたため、指導など特別な対応なし。
③保護者により医療機関受診（縫合）。指定管理者は、ファンタジー展示室
の入場者数が多い場合は、職員を配置し、保護者や引率者へ「子どもを走ら
せないように」「他の子ども達にも気を配るように」など安全配慮の声掛け
を行うようにした。
④～⑥該当無

2017年７月19日

①５階こどもファンタジー展示室で、走ってきた子どもにぶつかられた子ど
もが、左ひじを痛めたため、冷却材を提供するなど応急措置を速やかに実
施。
②報告書及び電話にて状況詳細を把握。指定管理者の対応に問題はないと思
われたため、指導など特別な対応なし。
③保護者により医療機関受診（骨折）。指定管理者は、子ども向けに「走ら
ないこと」「小さな子に気をつけて遊ぶこと」、大人（保護者・引率者）向
けには「子どもと一緒に遊び、みんなで子どもを見守ること」「熱中症に気
をつけて、子どもに水分をしっかり取らせること」「飲食は所定の場所で」
という『みんなのルール』を設定し、7月28日、展示室入口に案内板を設置
した。
④～⑥該当無

2017年12月12日

①１階ラウンジ閉室時、ブラインド（ロールカーテン）の落書きを警備員が
発見し、翌朝、指定管理者に報告。
②報告書にて状況詳細を把握。下記③の対応を既に指定管理者が開始してい
たため、指導など特別な対応なし。
③施設内に「落書きは犯罪です！」という掲示をするとともに、警備強化を
実施。落書きされたロールカーテンは洗浄対応で解消できなかったため、布
部分を修繕した。
④～⑥該当無

事故・不祥事等の
概要と対応状況

2016年9月4日

①５階こどもファンタジー展示室のトランポリンで遊んでいた子どもが左腕
を捻ったため、指定管理者が患部を冷やすなど応急措置を速やかに実施。
②報告書及び電話にて状況詳細を把握。指定管理者の対応に問題はないと思
われたため、指導など特別な対応なし。
③保護者により医療機関受診。指定管理者は、安全監視スタッフを配置する
など展示室での安全管理を講じているが、事故の状況を担当課に周知の上、
警戒を呼び掛ける。
④～⑥該当無

2018年２月12日

①５階こどもファンタジー展示室のトランポリンで子どもが足首を痛めたた
め、患部を冷やすなど応急措置を速やかに実施。
②報告書にて状況詳細を把握。指定管理者の対応に問題はないと思われたた
め、指導など特別な対応なし。
③保護者により医療機関受診（捻挫）。
④～⑥該当無

2018年４月30日

①５階こどもの国際理解展示室の階段で足を滑らせた子どもが階段の防護
ネット付近で顔面打撲・裂傷したため、応急措置等を実施。
②報告書にて状況詳細を把握。指定管理者の対応に問題はないと思われたた
め、指導など特別な対応なし。
③保護者により医療機関受診（縫合）
④～⑥該当無

2018年７月16日

①５階こどもファンタジー展示室で遊戯中に躓き、長椅子に額をぶつけた子
どもが前額部を切創したため、応急処置等を実施。
②報告書にて状況詳細を把握。指定管理者の対応に問題はないと思われたた
め、指導など特別な対応なし。
③保護者により医療機関受診
⑤指定管理者による保険適用（治療費及び通院交通費）
④・⑥該当無



2019年１月５日

①５階こどもファンタジー展示室で遊戯中に転倒し、椅子に顔をぶつけた子
どもがこめかみ付近を裂傷したため、応急処置等を実施。
②報告書にて状況詳細を把握。指定管理者の対応に問題はないと思われたた
め、指導など特別な対応なし。
③保護者により医療機関受診
④～⑥該当無

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

□　事故等防止マニュアルを作成し、年２回、職員全員に対する訓練を
実施している。また、イベント等の実施に当たっては、事故、災害、病
気等への対処を事前確認している。
□　ファンタジー展示室にて、子どもどうしの衝突事故などがあった
が、事故発生に際し、応急措置を講じるなど適切に対応し、県への報告
も迅速に行っている。一義的には指定管理者に責任がある事故は起きて
いないが、事故後に注意喚起の案内板を設置するなど事故防止に取り組
んでいる。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。2018年度は速報値

収入
300,048 280,275 279,634

(290,476) (275,952) (274,073)

６　収支状況

【参考】2015年度 2016年度 2017年度

24,482

(0) (0) (0)

(244,981) (28,392) (700)

利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他

268,595 30,931 522 246,860 31,992

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

1,423 244,981 33,379

255,152

(290,476) (275,952) (274,073)

内訳

(268,595) (20,857) (1,024) (246,860) (28,392) (700)

1,274

収入
285,046 844,955

(275,952) (825,977)

収支差額
13,667 29,300

支出
286,381 250,975

738,701 99,464 6,790

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

2018年度 累計

(0) (0) 110.7%

(85,176) (2,100)

支出
257,282 763,409

(275,952) (825,977)

内訳

(246,860) (28,392) (700) (738,701)

利用料金 その他

246,860 34,093 4,093

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

確認の視点 収支状況についての評価

収支差額
27,764 81,546 収入合計／支出合計比

□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

□子どもから大人までを対象にした事業の企画や連動した関連企画の実
施、ホームページ、チラシ、新聞掲載、ソーシャルメディア等を活用し
た広報活動に積極的に取り組んだ結果、利用者が増加したこともあり、
利用料金収入も順調に増加している。
□ＬＥＤ照明の順次導入、利用者がいない場所の消灯等の節電、一年を
通した冷暖房設定温度の調整等経費節減に努めている。



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

□事業計画に沿って、職員等を配置
し、利用者が多い夏季にはアルバイト
を雇用して増員する等、効率的で適切
な人員配置がなされている。
□研修実施等により適切な管理運営が
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

□職員で相互協力し、時間外削減に努
めている。また、ガイドラインでセク
ハラ対策を規定し、パワハラを含め相
談窓口を設置している。

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

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

□指定管理業務の実施において、法令
違反等の行為はない。
□事務用品のグリーン購入等環境に配
慮している。
□2018年度の障がい者雇用状況は、法
定雇用率未達成であるが、2019年度は
達成している。

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

□個人情報保護についての方針を作成
するとともに、毎年、個人情報保護に
かかるテストを全職員に実施し、理解
度により個別対応している。
□個人情報管理台帳を整備し、紙媒体
の保管場所は必ず施錠するなど、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。


