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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 名宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地

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）自然環境保全課（自然環境保全センター）

評価理由及び今後の対応

≪評価方法≫
　県立丹沢大山自然公園の区域に該当し、３つの園地から成り立っている。自然公園としての自然環境の保全と、自然環境
に対する理解の促進を目指し、提案どおり適切な維持管理と水源環境理解促進事業が行われていた。また、３施設一体管理
のメリットを活かした経費節減の取組や、一体運営により可能な取組を打ち出した。施設及び設備の老朽化が進んでいるこ
とから、３施設の担当者が連携、情報共有して長寿命化に努めている。
　宮ケ瀬ダムが宮ケ瀬湖周辺地域や住民の多大な理解と協力により建設されたという特別な事情を踏まえ、地域と連携して
振興、活性化を図ることが求められているが、体験イベントの指導者や講師を地元ＮＰＯ団体等に派遣を依頼したり、地元
市町村や団体と協力して大規模イベントを開催するなど、充分に地域との連携が図られている。特に平成29年11月に、４市
町村を一体として観光地域づくりを行う日本版ＤＭＯに登録されたことから、ＤＭＯ事業を通じた連携の強化を図ってい
る。
　利用促進の取組については、利用者数は目標に達しなかったものの、平成28年に整備した多目的広場を活用したグラウン
ド・ゴルフを自主事業として実施したり、利用者の意見を取り入れてイベント内容を見直すことにより利用者数を増やすな
ど積極的に取り組んでいる。前述した日本版ＤＭＯへの登録についても、観光地域づくりの舵取り役として、率先して４市
町村及び周辺団体をとりまとめており、宮ケ瀬湖周辺地域の振興と活性化に欠かせない存在となっている。
　業務の遂行にあたっては、職員を適正に配置、育成するとともに、毎年度研修や職場環境の改善を行い、県民サービスの
向上や職員の意識啓発を図っている。また、財団が作成した「宮ケ瀬湖周辺地域防災マニュアル」に基づいた安全管理体制
を整備し、園地という施設の性質上想定される事故に備えて、ポイズンリムーバーや経口補水液などを常備しており、適切
な業務体制により遂行されているといえる。
　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。

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

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

□水源環境の保全と理解の促進に努め
るとともに、宮ケ瀬湖周辺地域の振興
と発展に寄与するという運営方針に基
づき、水源環境理解促進事業として体
験イベントを実施するとともに、地元
イベントを通じて、地元市町村等との
連携を図った。
□業務委託実績報告書により委託した
業務が適切に実施していることを確認
している。



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、植物管理、害虫駆
除、警備等の維持管理業務が、事業計
画どおりに実施していることを、月例
報告や現地モニタリングにより確認し
ている。
□日々の維持管理において、枯れ木の
処理や草刈などをこまめに行い、利用
者の快適な利用に努めている。利用者
アンケートでも施設をきれいと評する
意見が多い。

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

□体験イベントの講師や地元技能者を
NPO団体に派遣してもらい、イベント参
加者への指導をお願いした。また、大
規模イベントにおいては地元活動団体
等に出演を依頼し、活動状況を披露す
る場を提供した。
□地元市町村等が実施するイベント等
の実行委員会に参画し、積極的な協力
を行った。
□園地管理員など現場対応者や委託業
務については、地元市町村の人材や企
業を積極的に採用、選定している。

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

 ※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

２　施設の利用状況

2016年度 2017年度 2018年度 ３か年平均

人利用者数

人 477,510 人(指定管理者提案値)

設定方法：

396,258 人 437,494 人

目標値

469,010 人 477,510 人 486,010

対目標値（数）
※下段は率

△ 72,752 人 △ 40,016 人 △ 39,986

446,024 人 426,592

人 対目標値（率）

85 ％ 92 ％ 92 ％ 89.3 ％

□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

□利用者アンケート調査結果では、宮ケ瀬の認知手段として、家族・知
人に次いでインターネットの割合が13.1％と高いため、HP及びSNSなど
を活用して宮ケ瀬の情報をリアルタイムに発信している。また、水源地
域の取組を都市地域に知ってもらうため、厚木市で「宮ケ瀬クリスマス
キャラバン隊」を実施、平成30年度の参加者は平成29年度より230人、
目標より2,930人増加した。
□自主事業として、小中沢園地の多目的広場において、平成29年８月に
グラウンド・ゴルフによる利活用を開始した。用具貸出を行い利用者が
気軽に楽しめるようにするとともに、利用者の遊びの選択肢や滞在時間
を増やすものであり、利用促進につながる取組である。また、県の未病
対策「運動習慣の啓蒙と奨励」、「ライフスタイルの見直しの場の提
供」の一つの体験活動・スポーツの場とすることを目的としており、県
民の保健と休養に資するという設置目的にも合致している。
□グラウンド・ゴルフは、大会が開催され、地元団体から定期的に利用
されている。平成29年度利用者数は725人（月平均約91人）、平成30年
度利用者数は1,162人（月平均約97人）となり、利用促進につながって
いる。

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



％ ％ ％

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

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
「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

94.8 96.0 95.5

95.4 ％

202 314 423

□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

□アンケート用紙を施設の受付窓口に備え付けるとともに、自主的に企
画したイベント参加者へ配布することにより行った。受付窓口は宮ケ瀬
湖周辺地域の観光や交通の情報を提供したり、イベント参加を受け付け
る総合案内施設であるため、大部分の利用者の目に入るところである。
また、イベント参加者には直接手渡しすることにより確実な回収を図っ
ている。
□アンケート調査結果では、総合的な満足度だけではなく、園地のきれ
いさ、職員の対応についても、「とてもよい」、「よい」がそれぞれ
93.3％、97.0％と高水準を維持しているが、少数ながら「あまりよくな
い」、「わるい」の回答もあることから、引き続き園地の維持管理や適
正な対応に努めている。



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

確認の視点 事故・不祥事等への対応についての評価

確認の視点 苦情・要望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）

平成30年12月
24日

①及沢園地のけやき広場にあるもみの木横に設置された繊維製の網に、雄の
シカが絡まった。指定管理者、通報を受けた厚木警察署、地元猟友会、自然
環境保全課が連絡を取り合い、シカは猟友会により園地外に運び出された。
②指定管理者からの報告により状況詳細を把握。
③野生生物の侵入が多いものの、これまでに事故がなかったことから、事故
発生時のマニュアルを整備していなかったため、指定管理者が「野生生物対
応マニュアル」を作成した。
④～⑥は該当なし。

□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

□通勤、移動時に車を使用する際の運転マナーや事故防止対策につい
て、外部講師による講習を実施し、職員の意識啓発を図った。
□３施設と宮ケ瀬湖周辺地域を含めた「宮ケ瀬湖周辺地域防災マニュア
ル」に基づき安全管理体制を整備するとともに、マニュアルに即した情
報伝達収集、火災、救護等の訓練を行った。
□熱中症予防ポケットブックを配布し、また施設ごとに虫除けスプ
レー、ヒル忌避剤、ポイズンリムーバー、経口補水液を常備して、職員
や利用者の安全に努めた。
□園地内の施設に野生生物が絡まる事故が発生したことを踏まえ、「野
生生物対応マニュアル」を作成し、職員に周知するなど適切に対応し
た。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。2018年度は速報値

収入
0 59,711 60,930

(0) (59,427) (58,551)

６　収支状況

【参考】2015年度 2016年度 2017年度

利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他

44,379 15,332

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

0 44,379 15,997 554

(44,379) (15,048) (0)

0

(0) (0) (0)

(44,379) (14,172) (0)

支出
57,875 60,930

(59,427) (58,551)

内訳

2018年度 累計

収入
59,783 180,424

(57,590) (175,568)

収支差額
0 1,836

利用料金 その他

44,379 15,404 0 133,137 46,733 554

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

(0) (0) 101.8%

(42,431) 0

支出
58,472 177,277

(57,590) (175,568)

内訳

(44,379) (13,211) (0) (133,137)

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

確認の視点 収支状況についての評価

収支差額
1,311 3,147 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

□消耗品等は、３施設で集約して発注、購入しており、経費の節減を
図っている。
□清掃、害虫駆除、巡視、受水槽清掃等の委託業務について、３施設の
合併発注により経費の節減を図っている。

28年度より指定管理制度へ移
行



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施設をとりまとめる統括責任者を
配置することで、一体的、効果的、効
率的な管理運営が実現できている。
□水源環境理解促進事業及びグラウン
ド・ゴルフなどの申込や、遊具の貸出
などの受付は、宮ケ瀬やまなみセン
ター別館がほか２施設の事業と一括し
て行うことで、人員の効率化と利用者
サービスの向上を図っている。職員
は、接遇研修や実践的ＯＪＴ研修を受
けており、適切な人員が配置されてい
るといえる。
□職員は職種に応じた研修を受けるほ
か、経営改善を図る目的で設置された
「経営戦略会議」に全員が参加し、問
題提起、質疑などを行うことによりマ
ネジメント能力の育成が図られてい
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

□財団内部で衛生委員会を整備し、職
員の健康、労働時間、労働災害など重
要な課題について、毎月検討、対策を
行い、適切な労働環境の確保に努めて
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

□宮ケ瀬湖周辺地域の振興と発展に寄
与するための倫理規程や職員の就業等
に必要な諸規程を定めるとともに、事
故防止対策や不祥事防止対策を行って
おり、法令違反等の行為はない。
□刈草のたい肥化や廃材等の有効活
用、洗剤及びトイレットペーパー等の
グリーン購入を積極的に行い、環境負
荷低減に努めている。
□雇用環境整備士が雇用環境の整備に
努めるとともに、幅広い雇用の募集を
行っている。

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

□「公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興
財団個人情報保護規程」の周知徹底を
図るとともに、個人情報保護及びマイ
ナンバー制度に係る研修を行うなど、
適切な管理体制を整備している。
□イベント参加者については、例えば
住所は市町村名のみ確認するなど、個
人情報をもらう際は最低限にとどめる
とともに、名簿は鍵付きの机に保管し
ている。


