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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 （三崎漁港）本港特別泊地・本港環境整備施設

指 定 管 理 者 名

施設所管課（事務所） 水産課 東部漁港事務所

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、収支状況については改善が必要と認められる状況であり、計画
した給与水準の人材を確保できなかったことに伴う人件費の増が主な要因である。適切な人材確保と人員配置について、既に
改善策を講じており、収支の改善が図られている。
　なお、泊地の安全性や利便性に配慮するなどの取組により利用者満足度は高く、地元行事への参画による地域と連携した魅
力ある施設づくりを推進しており、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

Ｂ
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年4月1日 2021年3月31日 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

Ａ

　清掃、植樹の管理、修繕、受付・案
内業務は事業計画どおり実施されてい
ることを月例業務報告書により確認し
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

　花火大会等地元行事の実行委員会事
務局の補佐を務め、また、施設を活用
した釣り大会を開催する等、自治体や
地元関係団体と連携した魅力ある施設
づくりを行っている。
 業務委託は行っていない。

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

　駐車場・交流広場・特別泊地は、安
全・安心で快適な維持管理及び運営並
びに顧客満足度の高いサービスの提供
等を目的として確実に実施されてい
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）
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 ※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

※　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 38,326 人(利用者数)

設定方法：

32,449 人 32,689 人

目標値

37,570 人 38,321 人 39,087

対目標値（数）
※下段は率

△ 5,121 人 △ 5,632 人 △ 5,869

33,218 人 32,785

人 対目標値（率）

86 ％ 85 ％ 85 ％ 85.5 ％

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

　ホームページ及びＳＮＳを活用し、利用者へ最新の情報を発信するとと
もに、地域の魅力発信のための下町グルメＭＡＰを配布し、広報を効果的
に実施している。
　自主事業として、レンタルバーベキューサービスや施設の特色を生かし
たクルージング等を実施し、施設の利用促進を図っている。
　地域のまつりへの参画や当該施設を利用した釣り大会等の催しにより利
用促進を図っている。

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

Ｂ
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

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

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

96.0 96.1 93.8

95.2 ％

24 49 45

□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

　利用者への直接の声かけによりアンケート調査を実施しており、2017年
度は当年度の目標数である30を大きく上回る51の回答が得られたことか
ら、2018年度から目標数を50とし、実績は48と目標数とほほ同数の回答を
得ている。
　利用者の利便性やニーズに配慮した給水サービスや係留ロープ、防舷材
の無料貸し出しを行い、利用者満足度向上に向けた取組は適切に行われて
いる。



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

該当なし

①2016年5月9日に東部漁港事務所が収受した4月分月例業務報告書を5月12日に
確認したところ、本港特別泊地の利用料金の一部（ボート及びヨット30分以内
停係泊料金）に誤り（過徴収）があることが判った。
②5月13日に東部漁港事務所長から指定管理者へ事実及び善後策について速や
かに報告するよう文書で指示。さらなる被害を防ぐため、現場事務所において
対応状況を確認。
③5月13日に指定管理者から電子メールにより事実、原因、再発防止策につい
て速やかに報告があり、5月18日に指定管理者から文書により東部漁港事務所
長あてに事実、原因、再発防止策、返金方法に係る報告書が提出された。
・事実
　過徴収対象者8名(4月6件、5月3件）、過徴収金額 7～47円/人、合計193円
（利用届出書から対象者を特定）
・再発防止策
　新料金内容の従業員全員によるチェック、業務の複数チェック体制の徹底。
5月25日に東部漁港事務所長から指定管理者に対し、適正な返金、返金状況の
報告、再発防止策を講ずることを文書で指示。
　指定管理者は事故発覚後、過徴収対象者に対し、すみやかにお詫びの電話を
し、状況及び返金方法について説明した。その後、お詫び状を同封の上、書留
郵便にて過徴収金を返金した（6月2日に返金完了の報告書を受理）。
④無し
⑤4月から本港特別泊地の利用料金が改定されたが、指定管理者が利用料金の
計算方法を誤認識していたこと、さらに、チェック体制が不十分であったこと
に起因する。費用負担4,156円（指定管理者が負担した現金書留料金）
⑥無し

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

　利用者への挨拶、接客を通して積極的に意見を把握している。
　把握した要望等を県東部漁港事務所に報告している。
　料金体制、利用時間、施設の改善等、指定管理者に起因しない苦情・要
望が主であるが、丁寧に説明し利用者から一定の理解を得られるよう努め
ており、内容を県に報告している。

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

2016年４月か
ら５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）

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・不祥事が発生した場合は、即日職員全員で情報を共有し、同種の
事故の再発防止策について話し合っている。また、日頃の業務の中で常に
事故の危険性を未然に排除する視点を確認しつつ施設の管理運営を行って
いる。
　平成28年に発生した料金誤徴収については、その後、再発防止策を徹底
して実行することにより、誤徴収は再発していない。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。2018年度は速報値

評価結果 評価区分

Ｃ
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

21,142 20,923

(17,148) (22,079)

６　収支状況

(22,441)

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

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年度から停係泊施設の利用料金を改正し、停係泊施設の利用料収
入は増加している。また、ホームページ、ＳＮＳ等により利用者に最新の
情報を発信し利用者増につなげている。
　人件費、事務所設置費などの固定経費の割合が高く、削減可能な経費が
極めて限られている中で、職員が実施可能な修繕工事を多く行うなどによ
り経費削減に努めている。

【参考】2015年度 2016年度 2017年度

収入
17,069

その他

14,983 2,086 3,848 15,553 1,741 3,848 15,610 1,465

(15,603) (1,545) (3,850) (16,321) (1,908) (3,848) (16,647) (1,946)

△ 5,828

(△ 10,082) (0) (0)

支出
27,100 25,627 26,751

(27,230) (22,079) (22,441)

2018年度 累計

収入
20,374 62,439

(22,812) (67,332)

収支差額
△ 10,031 △ 4,485

3,848 15,036 1,490 11,544 46,199内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収支差額
△ 2,900 △ 13,213 収入合計／支出合計比

(0) (0) 82.5%

支出
23,274 75,652

(22,812) (67,332)

4,696

(3,848) (16,979) (1,985) (11,546) (49,947) (5,839)

利用料金 その他



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

Ｂ
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

Ｂ

　法令違反は発生していない。
　社会貢献の一環として、地域振興に
資する行事に積極的に関わり運営に協
力している。
　利用者に対しごみの分別の協力を呼
びかけ、再資源化、減量化を図ってい
る。
　障がい者雇用率は、2018年6月1日現
在、法定雇用率を下回っているため雇
用に努めていく。

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
　個人情報管理規定に基づき取扱責任
者と取扱担当者を定め、取扱責任者が
本社で教育を受け、取扱担当者を教育
する体制がとられており、個人情報を
適正に管理している。

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

　泊地における船舶の誘導及び係留補
助業務などの専門的な業務について
は、業務経験を有する有資格者を配置
するとともに、適切な人員数を配置し
安全面に配慮している。
　スタッフの技術・能力向上と事故防
止のための各種研修を行っており、積
極的に地元周辺地域からの採用を図っ
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

　時間外勤務は、業務の都合上やむを
得ない場合に限っており、基準法に定
める手続きをとっている。


