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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 足柄ふれあいの村

指 定 管 理 者 名 株式会社アグサ・関東学院グループ

施設所管課（事務所） 子ども教育支援課

評価理由及び今後の対応

　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んでおり、施設の管理運営に求められる水準は維持されている。
また利用者満足度調査でも「満足」以上が平均して99％となっており、利用者からも評価を得ている。
　指定管理者の運営努力により毎年度の支出を抑えながらも、施設の老朽化に対応し、小規模な修繕を実施していることか
ら、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。
　なお、総合評価はＡとなった。事故・不祥事等が１件発生したが、再発防止に向け職員研修を実施しており、対応は適切で
ある。また、利用者数の減少が続いているが、集客に向けて様々な取組みを行っているため、次年度以降は利用者数の増加を
見込める。それ以外の３項目はＳまたはＡ評価であるため、指定管理者制度による管理運営は有効に機能していると判断でき
る。
　このため、引き続き指定管理者制度による管理運営を行う。

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

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 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

□施設の維持管理業務は、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。

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

□自治会の訪問、近隣農家との連携等
を行い、地域とのつながりを深めてい
る。
□設備点検・監理業務等の一部を地元
企業へ委託している。

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

□協定等に定める業務基準や事業計画
に基づいて確実に実施されている。
□業務委託実績報告書等により、食堂
等の委託業務について、適切に実施さ
れていることを確認している。

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）



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

％ ％ ％

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 82,137 人(利用者数)

設定方法：

82,135 人 81,114 人

目標値

83,163 人 82,135 人 81,114

対目標値（数）
※下段は率

△ 1,028 人 △ 1,021 人 △ 7,339

73,775 人 79,008

人 対目標値（率）

99 ％ 99 ％ 91 ％ 96.2 ％

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

□利用者数は、児童生徒数が減少しているものの、平均して利用者数が確
保されており、広報活動は効率的に実施されている。
□ホームページ、広報誌等を媒体とした広報活動に積極的に取り組んでい
るが、平成30年度は約7千人利用者数が減少している。このため、平成30
年度から、学校訪問を行ったりネット申し込みを開始するなど、集客のた
めの取組みをさらに強化している。

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

98.8 98.6 99.6

99.0 ％

807 787 741

□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

□平成28年度の回収率は81.2％であったが、受付時にアンケート用紙を配
布するとともに、利用者への呼びかけを積極的に行った結果、平成29年度
及び30年度は90％以上の回収率となっている。
□アンケートによる利用者からの要望及び意見等については、真摯に受け
止め、対応をしていることから、利用者満足度は「満足」が平均99％と
なっており、利用者満足度向上に向けた取組が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

2016年5月

利用学校から、ウォークラリー中
にひとつの班が道を間違え、民家
の裏庭に入り込んでしまったと報
告があった。その後、家主さんか
ら苦情の電話が村にあった。翌
日、所長と副所長がお詫びに出向
く。

翌日、所長と副所長が家主に謝罪。進入禁
止の看板設置を家主から要望され設置し
た。

2017年度（時
期不明）

食堂職員の接客態度に問題がある
とアンケートに記載があり、調査
した結果、案内時の職員の言葉使
いに問題があったことが分かっ
た。

職員の接遇研修を実施した。

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

□通年で詳細アンケート調査を実施し、利用者の意見の把握に努めてい
る。
□把握した苦情・要望等の内容を真摯に受け止め、業務改善に努めてお
り、私有地への立入については、それ以後、苦情はない。
□冷房の設置など、設備面に対する要望については、直ちに対応すること
が困難であるが、丁寧に説明し一定の理解が得られるよう努める等、利用
者の視点に立った対応がなされている。



①指定管理者のメール誤送信により、個人情報流出が発生した。
　県立足柄ふれあいの村の指定管理者である株式会社アグサ・関東学院グルー
プの職員が、ボランティア登録希望の方（1名）に、登録を受け付けた旨の
メールを返信する際に、通常は担当職員間で情報を共有するためにCC欄に担当
職員のグループ化されたアドレスを入れて送信するところを誤ってボランティ
ア登録済みの方（12名）のグループ化されたメールアドレスを入力し送信して
しまった。
　発生当時、メールの送信は担当者自身が内容を確認して即時送信していた。
誤送信をした職員は、特に業務経験が浅いわけではなく、また、多忙で時間に
追われているわけではなかったが、メールアドレスのグループ名を単純に見間
違えてしまった。
　そのため、ボランティア登録希望の方（1名）の個人情報（氏名、年齢、性
別、学校名、住所、電話番号、最寄り駅）が、CC欄にメールアドレスを入力さ
れた12名も見ることができる状態になった。
　また、送信先であるボランティア登録希望の方（1名）とCC欄にアドレスを
入力された12名の計13名が、他の12名のメールアドレスを見ることができる状
態になった。
　メールを受信した方からの連絡により事故が発覚した。
②事故発生直後から、子ども教育支援課職員が足柄ふれあいの村と電話で連絡
を取り、状況確認や対応方法等の指示を行った。
　その後も、事故防止対策について検討するにあたり、子ども教育支援課職員
が現地と随時電話やメールで連絡を取り、８月29日に、事故防止対策の実効性
や実施状況について確認するため、現地にて随時モニタリングを行った。随時
モニタリングでは、新たなメール送信時のマニュアル確認や、職員への聴き取
り調査、メール送信作業の確認などを行った。
③電子メールの誤送信防止対策として、メール送信時のルールを大幅に見直
し、新たなマニュアルを作成し、職員会議等において周知徹底を図っている。
④なし
⑤メール送信時のチェック体制と個人アドレスを扱う場合のメール操作に関す
る認識不足が原因となった。
　費用負担なし。
⑥有　平成30年5月16日

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

2018/5/15

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

□危機管理マニュアルを作成し、職員に対する研修等を実施している。
□電子メールの誤送信防止対策として、メール送信時のルールを大幅に見
直し、新たなマニュアルを作成し、職員会議等において周知徹底を図って
いる。



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

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

127,897 126,462

(145,138) (128,660)

６　収支状況

(129,220)

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

□利用料収入は年々減少傾向であるが、次年度より利用者が快適に施設を
利用できるよう設備改善を行っていることから、利用料収入の増加が見込
める。
□施設の老朽化に対応する小規模な修繕及び照明のLED化を実施し、経費
節減に努めている。その結果、当初計画より累計約20,000千円支出を抑え
ることができた。

【参考】2015年度 2016年度 2017年度

収入
145,444

その他

142,446 2,998 0 105,260 22,637 0 104,920 21,542 0

(142,446) (2,692) (0) (105,260) (23,400) (0) (104,920) (24,300) (0)

1,890

(0) (0) (0)

支出
136,235 121,820 124,572

(145,138) (128,660) (129,220)

2018年度 累計

収入
124,387 378,746

(129,780) 387,660

収支差額
9,209 6,077

104,670 19,717 0 314,850 63,896内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収支差額
3,607 11,574 収入合計／支出合計比

(0) (0) 103.2%

支出
120,780 367,172

(129,780) (387,660)

0

(104,670) (25,110) (0) (314,850) (72,810) 0

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

□常に職員がコンプライアンスを意識
し、法令違反等の事故は発生していな
い。
□照明のLED化や自然環境に配慮した
洗剤等を使用している。
□障害者雇用数の基準を満せていない
ため、次年度以降は障害者雇用に努め
てほしい。

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

Ｂ

□個人情報保護に関する規程を定め、
適切に個人情報を取り扱っている。
□特に、2018年5月の個人情報流出事
故後は、電子メールの誤送信防止対策
として、メール送信時のルールを大幅
に見直し、新たなマニュアルを作成
し、職員会議等において職員への周知
徹底を図っている。

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

□利用者数が多くなる夏季には臨時職
員を配置する等、効率的に人員配置が
なされている。
□業務ミーティングや研修を定例的に
実施するとともに、外部の研修にも職
員を派遣する等、人材育成が適切に行
われている。

□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

□労働時間短縮の取組やハラスメント
対策を講じ、労働環境の確保・向上に
努めている。


