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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 神奈川県立宮ケ瀬湖カヌー場

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） スポーツ課

評価理由及び今後の対応

≪評価方法≫
　宮ケ瀬ダム周辺の豊かな自然環境を「都心から一番近いオアシス」と位置づけ、３施設を活用しスポーツ体験や部活動等
多様なレクリエーションを提供するとともに、健康増進等の場を提供した。また、夏季、冬季において10ｍ以上変化する水
位に対応した適正なコース、浮桟橋の管理を行うとともに、清掃・消防設備・警備・トイレ消臭機器等の３施設合併発注に
より、業務の効率化を実施した。
　カヌースクールやEボート体験ツアー、SUP（スタンドアップパドルボート）を導入することでカヌー競技への動機づけを
行うとともに、県内の公立小学校850校へカヌーができることのPRを実施したことで、平成30年度には利用者数の目標値を達
成することができた。
　収支状況についても、清掃・消防設備・警備・トイレ消臭機器等の３施設合併発注により、業務の効率化と経費の節減を
図ることで３年連続収益を計上している。また、利用者が増加するよう上記事業に加えNPO法人と協働して、カヌーインスト
ラクターを配置し、宮ケ瀬湖カヌースクールを開催した。さらに、事故防止に係る職員ごとの役割を明確化することによ
り、安全管理体制の構築に努めるとともに、利用者へのサービス向上のために外部講師による接遇研修等を実施した。
　以上より、施設の管理運営が適切に行われていること及び利用者の満足度向上に向けた取組に努めていることを確認し、
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

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

□夏季、冬季において10ｍ以上変化す
る水位に対応した適正なコース、浮桟
橋の管理を行うとともに、清掃・消防
設備・警備・トイレ消臭機器等の３施
設合併発注により、業務の効率化を実
施していることを、月例報告・実績報
告により確認した。

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

□将来に向けたカヌー競技人口の拡
大、競技者の育成及びカヌー競技
（ボート競技を含む）に対する県民へ
の普及啓発という運営方針に基づき、
カヌースクールやEボート体験ツアー、
SUP（スタンドアップパドルボート）等
を導入し、カヌー競技への動機づけを
行った。
□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。



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

％ ％ ％

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

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

□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するととも
に、活性化イベント等は周辺市町村観
光団体、NPO法人の後援・協力等積極的
な参加をいただいた。
□地域の雇用創出として、現場対応者
は地元市町村からの採用に努めた。

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）

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 5,610 人(利用者数)

設定方法：

5,245 人 4,178 人

目標値

5,450 人 5,610 人 5,770

対目標値（数）
※下段は率

△ 205 人 △ 1,432 人 20

5,790 人 5,071

人 対目標値（率）

96 ％ 75 ％ 100 ％ 90.4 ％

□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、相模原周辺の11駅でイベント情報を発
信した。
□埼玉県、東京都、山梨県の道の駅にパンフレット及びポスターを配架
した。
□宮ヶ瀬周辺の観光情報をＨＰやＳＮＳで積極的に発信するとともに、
宮ケ瀬湖のキャラクターの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。
□カヌースクールやEボート体験ツアー、SUP（スタンドアップパドル
ボート）を導入することでカヌー競技への動機づけを行うとともに、県
内の公立小学校850校へカヌーができることのPRを実施した。

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

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

98.7 100.0 99.4

99.2 ％

152 52 180



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

平成30年９月
管理員の態度について苦情あ
り。

管理員全員に対し、接遇についての指導を
実施。

平成30年11月
１名(１艇)でカヌー場を利用し
たい。

安全管理上、１名のみでは許可できないと
説明。

□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

□カヌースクール等の宮ケ瀬湖カヌー場を利用する湖面利用者に対して
アンケート用紙を配布し、回収率向上のため、積極的な声かけを行うな
ど、回収率の伸長に努めている。
□アンケート結果の課題等を職員で共有し、利用者の満足度向上に努め
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

平成30年７月
暑い日が続くので、更衣室に扇
風機がほしい。

大型扇風機4台を男女更衣室及び艇庫に設
置。

確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

平成30年11月
紅葉の時期のカヌースクールを
希望。

Ｅボート体験を秋にも実施する旨説明。

□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

□接客ガイドの作成、外部講師による接遇研修を実施し、利用者への
サービス向上を図っている。
□利用者からの問合せや要望については、月毎にデータとしてまとめ施
設間で共有し、利用者サービスの向上に役立てている。
□利用者からの問合せや要望に対し、適宜適切に対応し、利用者の満足
度向上に努めた。

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

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



単位：千円

※(　)内は収支計画額。2018年度は速報値

６　収支状況

【参考】2015年度 2016年度 2017年度

収入
0 18,763 18,739

(0) (18,601) (18,689)

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 その他

17,989 774 17,989 750

(17,989) (612) (17,989) (700)

229

(0) (0) (0)

支出
17,785 18,510

(18,601) (18,689)

2018年度 累計

収入
18,612 56,114

(18,652) 55,942

収支差額
0 978

利用料金 その他

17,978 634 53,956 2,158 0

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

(0) (0) 102.4%

(1,986) 0

支出
18,480 54,775

(18,652) (55,942)

内訳

(17,978) (674) (53,956)

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
132 1,339 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

□利用者の増加につながるよう、カヌー教室の開催やSUP（スタンド
アップパドルボート）を利用した自然観察機会の提供を実施した。
□清掃・消防設備・警備・トイレ消臭機器等の３施設合併発注により、
業務の効率化と経費の節減を図った。

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施設の一体的、効果的、効率的業
務を実施するため、総括責任者を配置
した。
□湖面にある競技用コースの管理及び
水上施設の日常管理ができるよう小型
船舶免許の取得者を配置した。

□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、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

□倫理規定を定めるとともに、財団内
の会議を通じて、事項防止対策や不祥
事防止対策を行った。
□環境負荷軽減のため、廃材等の有効
活用を行い、洗剤やトイレットペー
パー等は環境負荷の少ない物品の調達
を積極的に行った。
□雇用環境整備士２名の職員により、
雇用環境の整備に努めた。（障害者の
応募はなかったため、雇用実績な
し。）

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
□個人情報の組織的な安全対策や意識
向上目指し、個人情報保護及びマイナ
ンバー制度に係る職員研修を行った。
□個人情報の取扱いの周知徹底を図
り、適切に実施した。


