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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

評価理由及び今後の対応

【歴史的経緯】
　宮ヶ瀬ダムが、神奈川県最後の「水がめ」として、周辺地域・住民の多大なる理解と協力により建設されたという歴史的経緯
を踏まえ、運営管理にあたっては、国や県、周辺市町村、地元地域と会議等を通じて関係者の連携を十分に図りながら、自然環
境の保全に努めるとともに、安全快適な利用環境を維持している。

【宮ヶ瀬湖カヌー場、宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地一体管理の成果】
　宮ヶ瀬湖周辺地域の観光、交通、イベント、自然観察案内などの発信や周辺の施設利用、イベント参加申込み等を宮ケ瀬やま
なみセンター別館に窓口を一本化することで、利用者サービスの向上に努めた。また窓口の一本化により、施設の人員配置が効
率的に行われている。また、施設の維持管理にあたっては、合併発注を行うなどにより、効率化及び経費節減を図っている。さ
らに、５年間の指定管理ということで中長期視点に立った事業展開を行っている。
　３施設の一体的広報としてホームページやＳＮＳなど若い世代へアピールする手段を活用するほか、横浜市、川崎市、厚木市
や海老名市等の都市地域のイベントや観光キャンペーン等に出展し、宮ケ瀬湖周辺エリア全体の魅力をＰＲしている。

【施設の維持管理】
　施設の維持管理は適切に行われており、施設利用者数は、過去３年間で対目標値の102.8％となり、目標値を上回った。また
利用者の満足度調査においては、「満足」及び「どちらかといえば満足」の割合が、サービス内容の総合的評価で97.0％となっ
ており、適切なサービス提供が行われている。アンケート回答数は年々増加し、リピーターも増加していることから、来訪者の
ニーズに応じたイベント実施ができてきていると考えられる。一方、収支状況は、清掃・設備点検等の合併発注により経費節減
を図り、施設間の劣化状況について情報共有することで長寿命化に努め、３施設を一体管理するメリットを活かした効果的・効
率的な運営を継続しており、当施設は98.5％とマイナス収支になったものの、３施設合計では100.9％となった。

【管理の有効性】
　以上のことから、指定管理者制度による管理運営が有効に行われているため、引き続き指定管理者制度による管理運営を行
う。

【特記事項】
　指定管理者である公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団は観光地域づくりの舵取り役である「日本版ＤＭＯ法人」として登
録され、今後も国や県、地元市町村や地元商店などと連携や協力を図りながら、 宮ヶ瀬湖周辺地域の活性化のために行う様々
な事業において、ますます重要な役割を果たすことが期待されており、平成30年度は周辺地域の商店で使用できる「地域クーポ
ン券」を発行した。

※日本版ＤＭＯとは地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地
域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略
を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人です。

指定管理者制度による管理の有効性 有 無

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

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 宮ヶ瀬やまなみセンター

指 定 管 理 者 名 公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

施設所管課（事務所） 土地水資源対策課



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、設備保守点検、警備等の施設
の維持管理業務は、計画どおり実施さ
れている。一部管理業務については合
併発注により効率的に行った。また、
３施設の設備等の劣化状況を一元的に
管理し、部品交換を適宜行うことによ
り施設の長寿命化を図った。

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

□当該地域の活性化の促進等のため、
設立から国、県、市町村、民間企業等
と連携した活動を行っている。地元市
町村が実施するイベント等の実行委員
会へ積極的に参画した。
□企画や事業は地元ＮＰＯ法人等と連
携して実施した。
□地域の雇用創出として、現場職員は
地元市町村から優先採用した。

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

□宮ヶ瀬ダムが、神奈川県最後の「水
がめ」として、周辺地域・住民の多大
なる理解と協力により建設されたとい
う歴史的経緯を踏まえ、運営管理にあ
たっては、関係自治体や地域の活動団
体と連携を図りながら、自然環境の保
全に努めるとともに、安全快適な利用
環境を維持している。
□業務委託実績報告書等により、委託
した業務の適切な実施を確認してい
る。

１　サービス向上に向けた取組の実施状況



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

□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

□小田急電鉄株式会社と連携し、沿線駅でイベント情報を発信した。
□圏央道周辺から誘客するため、埼玉県、東京都、山梨県の道の駅等にポ
スター掲示、パンフレット配架を行った。
□観光キャンペーンに積極的に参加し、パンフレットの配布等を行うとと
もに、着ぐるみ等を活用したＰＲを展開し、子どもから高齢者まで様々な
世代に向けたプロモーションを行った。
□宮ヶ瀬周辺の観光情報をＨＰやＳＮＳで積極的に発信し、来訪者増加に
努めた。
□宮ケ瀬やまなみセンター別館に自動販売機を４台設置し、利用者に対し
て軽食・飲料水等を提供することでサービス向上に努めた。
□宮ヶ瀬周辺の豊かな自然や各エリアの特色を活かした大規模な事業を
国、周辺自治体、観光団体等と連携して開催した。また、イベント出展事
業者は地元地域の活動団体等に依頼した。
□水源地域活性化や理解促進を目的とした中小規模の体験教室等を実施
し、利用促進を図った。実施にあたっては地元観光協会やＮＰＯ法人、技
能者等と連携し地域資源を活用した事業を行った。

評価結果 評価区分

Ａ
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

人 対目標値（率）

105 ％ 104 ％ 99 ％ 102.8 ％

対目標値（数）
※下段は率

13,607 人 9,882 人 △ 1,741

262,339 人 266,766 人利用者数

人 259,517 人(利用者数)

設定方法：

268,557 人 269,402 人

目標値

254,950 人 259,520 人 264,080

２　施設の利用状況

2016年度 2017年度 2018年度 ３か年平均



％ ％ ％

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
見の把握に努めている。
□受付窓口にアンケート及び回収箱を設置し、自主事業開催時には、参加
者全員にアンケート用紙の配布を行うなど、積極的に苦情・要望の把握に
取り組んでいる。
□また、利用者や来館者の要望・苦情については、迅速な対応及び丁寧な
説明を行い、改善に努めている。

□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

□施設にアンケート及び回収箱を設置し、来館者・利用者の意見等を随時
受付可能な体制を整えている。さらに自主的企画事業開催時には、参加者
全員にアンケート用紙を配布し、回収率向上のため、筆記具の貸与、退場
時に積極的な声かけを行うなど、回収率を年々伸ばしている。
□アンケート結果は、利用者の満足度向上のため、施設職員で問題意識を
共有し、適宜、必要な措置を講じている。

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

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

96.9 97.2 97.1

97.0 ％

352 414 536

３　利用者満足度の状況

2016年度 2017年度 2018年度 ３か年平均



単位：千円

※(　)内は収支計画額。2018年度は速報値

□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

□当施設の研修会議室は１時間あたり300円であること、周辺に利用する法
人や団体等が少なく、利用者数や収入増加が大きく見込めるものではない
が、県観光企画課のＭＩＣＥガイドブックに当施設の会議室が載ったこと
もあり、今後は新たな利用ニーズが生まれる可能性はある。
□消耗品費の節約や清掃・設備点検等の合併発注により継続的な経費節減
を図り、施設間の劣化状況について情報共有することで長寿命化に努め、
３施設を一体管理するメリットを活かした効果的・効率的な運営を実施し
た。

評価結果 評価区分

Ｂ
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
△ 1,444 △ 4,488 収入合計／支出合計比

(0) (0) 98.5%

(61) 29,314

支出
94,698 290,964

(92,420) (280,949)

利用料金 その他

83,858 23 9,373 251,574 74 34,828内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

(83,858) (21) (8,541) (251,574)

2018年度 累計

収入
93,254 286,476

(92,420) (280,949)

収支差額
0 △ 2,816 △ 228

(0) (0) (0)

(83,858) (21) (11,054)

支出
102,014 94,252

(93,596) (94,933)

15,313 83,858 24 10,142

(83,858) (19) (9,719)

利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他

83,858 27内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収入
0 99,198 94,024

(0) (93,596) (94,933)

□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

□事故防止のため職員ごとの役割を明確化し、安全管理体制を構築してい
る。緊急連絡網やマニュアルを作成し、災害・事故による利用者・職員等
の怪我・疾病等の発生に的確な対応ができるよう職員研修を実施し、事故
発生防止に努めるとともに、定期的に防災訓練を実施している。
□緊急事態発生時には園内放送により周知を行うとともに、無線を使用し
施設間・職員間の連絡体制を整備した。
□事故や不祥事等は発生していない。

６　収支状況

【参考】2015年度 2016年度 2017年度

確認の視点 事故・不祥事等への対応についての評価

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

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）

該当なし

28年度より指定管理制度へ移
行



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

□条例や倫理規定を順守し、適正に職
務を遂行した。
□宮ヶ瀬湖は県民の水がめであること
から、周辺の植物には化学肥料等を一
切使用していない。また、刈草の堆肥
化や廃材等の有効活用を行い、洗剤や
トイレットペーパー等は環境への負荷
の少ない物品を調達した。
□地域社会への貢献として地元のお祭
りや清掃活動に参加している。
□地元小学校と連携し、自然観察会等
の学習に講師派遣をしている。
□障害者の雇用について、障害者雇用
促進センターに相談するなど努力して
いるが交通アクセスが良くないため
マッチングには至っていない。

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

Ａ □職員研修の実施などにより、適正な
業務遂行に努めている。

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

□３施設一体のメリットを活かし、職
員が相互に協力できるよう適切に人員
配置している。
□毎年、新規採用職員向け教育研修を
実施している。
□人員配置は平日２～３名体制、利用
者の多い休日や観光放流日は３～４名
体制とし、効率的、適切に行ってい
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。

□毎月衛生委員会を開き産業医と衛生
管理者と労働環境の確保・向上に努め
ている。具体例として高齢者に配慮し
た職場環境作りや職員全員が車通勤な
ので交通安全講習会等を行っている。

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


