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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

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

H29 年度

評価 評価基準

Ｓ
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 H27.4.1

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 保土ケ谷公園

指 定 管 理 者 名 公益財団法人神奈川県公園協会・株式会社サカタのタネ・株式会社オーチューグループ

施設所管課（事務所） 都市公園課 横浜川崎治水事務所

評価理由及び今後の対応

H32.3.31 評価期間 H27 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・保守点検・警備などの維持管
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。また、受付
業務では最低１名が常時窓口に待機し
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

□ボランティア活動要綱を整備や区民
祭りへの協力、自治会等との防災訓
練、競技団体の協力によるオープンス
タジアム事業などを行っている。
□業務委託は専門業者を除き、概ね地
域企業に行っている。

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

□指定管理業務は、提案コンセプトの
実現を目的とした運営方針に基づき、
確実に実施されている。
□業務委託実績報告書及び随時の現地
調査により、委託した業務の適切な実
施を確認している。

　古くからの唯一の県立の運動公園として、通常の公園施設に加えて様々な設備と有料施設を適切に維持し、各競技団体と
の調整を図るなど、円滑な運営に努めている。また、競技団体のみではなく、一般の利用者（観戦者）へのサービス提供に
も取り組み、来園者の満足度は極めて高く、リピーターも増えている。この結果、施設利用に応じた収入増も見られる好循
環となっている。安全管理や法令遵守の徹底を図り、大きな事故や不祥事は生じておらず、苦情や要望にも適切に対応する
など、業務遂行能力は十分である。以上から、指定管理者制度による管理は有効に機能していると判断されるため、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

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

％ ％ ％

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

27年度 28年度 29年度 ３か年平均

人 764,711 人(指定管理者提案値)

設定方法：

760,618 人 786,115 人

目標値

736,507 人 763,426 人 794,200

対目標値（数）
※下段は率

24,111 人 22,689 人 41,534

835,734 人 794,156

人 対目標値（率）

103 ％ 103 ％ 105 ％ 103.9 ％

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

□有料施設の抽選倍率は数十倍に達するほど、ＰＲ効果は十分出てい
る。
□自主事業として、公園の魅力を高めるギャラリーとカフェの継続し、
利用者ニーズに応えると共に、日常的な利用者の増加が認められる。
□これらの取組の結果、三か年で目標を上回る集客となり、利用促進に
向けた適切な取組が行われている。

３　利用者満足度の状況

27年度 28年度 29年度 ３か年平均

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

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
（総合満足度に係る設問）
※上段：割合、下段：回答者数

90.9 91.2 87.9

90.1 ％

140 93 94

□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

□県により休日3回、平日2回の計5回調査を実施している。県調査以外
にも、受付窓口にアンケート及び回収箱を設置し、利用者の意見などの
随時受付可能な体制を整えている。さらに来園者が多いＧＷ期間やイベ
ント開催時に対人によるアンケートを行うなど、意見集約に取り組ん
だ。
□27年度から29年度の満足度調査の結果、回答件数の９割以上が満足し
ているとの回答を得た。また、28年度から始めたオープンスタジアム事
業(競技団体の練習時の一般開放や競技団体とのふれあい教室など)によ
る来園者は数千人に達し、競技者と市民(観客やサポーター)が一体とな
る機会を創出するなど、好評である。



施設内での喫煙は禁止しており、外での喫
煙の頻度も高くないことから、利用者のマ
ナー向上を図ることで対応したい旨を回答
した。

テニスコート脇での喫煙は禁止
すべきではないか。喫煙場所を
定めるなど。

薬剤散布については、管理事務
所だけではなく施設でも周知す
べきでは。

横浜市からも同様の連絡があり、駐車場や
ＨＰでも周知すべきとの意見があったが、
硬式野球場内のため閉鎖空間であり、普通
薬剤で飛散防止対策をとっていることか
ら、広く周知するＨＰ掲載は見合わせるこ
ととした。

全体的に草が生い茂っており、
爽やかさが感じられない。園路
脇には落ち葉もあり、気にかか
る。

終了時間前の利用中止の指示を
受けた。また、壁打ちはテニス
コート予約者でなければ利用で
きないと指導を受けたが、公園
利用上問題がある。改善を希望
する。

イベントの音が大きいので静か
にして欲しい。

軟式野球場のファウルボールが
家屋にあたり被害がでる。当事
者の申し出がない場合は管理者
側で対応してほしい。防球フェ
ンスを高くしてほしい

夏でもあり、茂っている場所もあるため、
順次、直営により除草を進めた。

テニスコート予約者以外でも壁打ちは可能
であり、終了時間までの利用可能であるこ
とをスタッフに徹底する旨を回答した。ま
た、対応した警備員雇用の委託業者にも利
用案内や接遇について再確認し、再発防止
を図った。

舞台調整で音量チェック中であったため、
主催者に音量を下げ、スピーカー位置と方
向を調整するよう依頼した。

管理者側で破損部分の補修等の対応を行う
旨を回答し、県にフェンスの高さをあげる
ことを提案した。

H27.9

４　苦情・要望等への対応

年月 意見の内容 対応状況

H27.5
隣接部での除草要望 直営で除草を実施した。

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

H27.6
少年野球場のバックネット前の
不陸整正、スコアボードの劣化
解消、外周フェンスのボール差
出口の追加設置

直営で不陸整正を行い、スコアボードの劣
化を確認、改修を行う、ボール差出口の追
加は必要性が低いため設置しないことを回
答した。

H27.8

H27.10

バス通りが入庫待ちで渋滞して
いるにも関わらず、両側通行は
危険である。（横浜-横浜桐蔭
戦）

警備員は片側通行で誘導しているが、誘導
に従わない車両もあることから丁寧な声か
けに努めることとした。

硬式野球場１-２塁間のイレ
ギュラーバウンドが多かったの
で改善をして欲しい。

グランド整備の状況確認を職員が複数の目
で行い、改善を図ることとした。

杉山神社駐車場、アパート敷地
内に無断駐車をしている公園利
用者がいるので対応して欲し
い。

園内放送で移動のアナウンスを行い、改善
されない場合は、警察に連絡をするように
相手方に依頼した。

テニスコート利用を予約した
が、駐車場満車のため利用がで
きなかった。別の駐車場を用意
するか、事前連絡をして欲し
い。

予約時に混雑予想を提供しており、専用駐
車場の確保はスペース上、また優先利用も
周辺道路の混雑発生のため誘導が困難であ
ることを説明した。



施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

H28.5

H28.4

予約システムでの登録不可につ
いて、誤登録を修正した後も登
録不可である。

カフェでの喫煙を禁止して欲し
い。

ピクニック広場で早朝、ノー
リードで大型犬の利用がみられ
るが法的な措置をとれるように
してほしい、警察名を入れた看
板設置をして欲しい。

主催者に音量を下げるよう依頼した。

渋滞を生じさせないため、一定の空きス
ペースができた段階で入庫を認めており、
入庫制限の必要があるため、誤解が生じな
いよう満空表示を運用することとした。

ＧＷのため全面を臨時駐車場としたが、予
想が外れる場合もあることを説明した。

日付以外の修正漏れにより、登録不可と
なっていたことが判明し、連休中で速やか
な対応ができなかったことについても謝罪
した。今後、システム入力時の二重チェッ
クを行うことを説明し、ご理解とお許しを
得た。

施設内での喫煙は禁止していることから、
指定の喫煙場所での喫煙をするよう、カ
フェ経営者に再確認をした。

警察名ではなく、「通報」の文字を入れた
らどうかとの警察からの助言を受け、直営
で看板を設置したほか、警察によるパト
ロールを実施してもらった。

ラグビー場のアナウンスが大き
いので調整して欲しい。

駐車場表示が満車でないのに入
庫できないのはなぜか。

多目的広場の臨時駐車場エリア
を状況に応じて増減できない
か。広場で一般利用ができな
い。

H28.2

H28.3

直営で落ち葉清掃を随時行い、不点灯箇所
も順次、委託による修繕を実施した。

銀杏並木の落ち葉清掃が不十
分、園路灯の不点灯箇所があ
る。

工事には時間を要するため、直営によるカ
ラーコーンの設置と擦り付け処理を行っ
た。

歩道で根上がりによる段差があ
り躓くので処理して欲しい。

直営で集積物の除去を実施した。
Ａ駐車場下の桝から降雨時に水
が吹いており、今後も心配だ。

落ち葉が雨どいに詰まるので整
理できないか。

駐車場利用料金が高い、機械化
しているのに人がいるのは無駄
だ。

機械による自動精算が構造上、大型車対応
となっていないこと、大会時の混雑対応の
ため最低限の係員を配置していることを説
明した。

H27.12

大雨による漏電により時間前に消灯してい
たため、謝罪の上、駐車場利用料金を返金
した。

噴水広場のイルミネーションを
見に来たが消灯していて見れな
かった。

竹については整理を行うが、のり面全体に
ついては県と調整を図ることとした。



施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

自宅裏の公園のり面から庭に水
が入ってくる、数日間水が出て
くるので何らかの対応をして欲
しい。

地形的に土木処理が必要なため、県に伝達
した。

ピクニック広場での芝刈り時
に、作業の周知や立ち入り規制
をするなどの安全対策が必要な
のでは。予告看板も必要だ。

作業時に、親子連れには説明し、20ｍ以上
離れて作業をしたが、カラーコーンは設置
していなかったため、作業実施時の安全確
保について、再確認をした。

テニスコートのネットに穴があ
るので、こまめに日常点検を行
い補修すべきだ。有料施設なの
で整備すべきだ。

ネットは逐次交換しているが、整備日は月
１回のため、こまめな整備は困難であるこ
とを回答した。

イチョウの枝折れやギンナンが
落下しており、二輪車の通行に
危険なので除去して欲しい。

直営で枝の除去を行ったが、路面は支障な
かったため、台風通過後に再確認すること
した。

宅地内に公園からの雨水が流入
するので何とかして欲しい。

園内排水施設に流入するよう、直営で素掘
り側溝を設置した。

硬式野球場内のトイレの汚物入
れが大きく、使用時に当たって
しまう。またペーパーが細かく
切れるため、汚れが酷い。

ラグビー場は有料施設であり、盗難防止対
策もあり、ラグビー場クラブハウスのトイ
レ使用を制限していることを説明したが、
理解が得られなかった。

少年野球場Ｂ面利用時に、Ａ面
隣接トイレまで距離があるの
で、ラグビー場クラブハウスの
トイレを使用させて欲しい。

公園から木が伸びてきたが切っ
ても構わないか。

現地確認の上、直営で伐採を行った。

県が今月中に直すこととしている旨を回答
した。

屋外時計が止まっている。すぐ
に直すべきだ。

隣接地からの除草要望。
２か月前に除草をしたが、現地確認の上、
再度、直営で実施した。

草木が家まで伸びてきているの
で、草刈をして欲しい。

崖下に隣接していたため、後日対応とさせ
てもらい、効果的な時期に、直営で除草を
した。

目隠しをするかどうかは、利用者側に委ね
ており、有料試合にするかどうかも利用者
の考えによることを回答した。

サッカー場の有料試合につい
て、場外外周から見れるのに有
料試合を行うことは間違ってい
る。

南側の花見台団地隣接部の除草
をして欲しい。

当該地は県営団地内であったため、住宅営
繕事務所に伝達したが、隣接する園内につ
いては直営で除草を行った。

H28.8

H28.7

森の小道で両側から草が生えて
きているので除草して欲しい。

現地確認の上、直営で伐採を行った。

花見台売店脇の駐輪により、盲
導犬がやっと通れる状況だ。現
地確認の上、対応して欲しい。

大型バイクの駐輪により狭くなっていたた
め、バイクの止め方について、警備員に注
意を促した。

汚物入れを小さなものに入れ替え、ペー
パーは来年度に向けて紙片がとびちらない
ものに変更することとした。

H28.6



施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

身障者マークがなくとも確認ができれば専
用スペースへの駐車を案内しているが、接
遇の徹底を図った。

周辺住民からの意見もあり、駐車場は23時
まで、園路は22時までとしていることを説
明した。

身障者用駐車スペースに健常者
が駐車しており、係員の対応も
ぶっきらぼうで、喫煙や競馬の
話をしている。

駐車場の夜間照明時間を延長し
て欲しい。

施設内の全面禁煙、遊具周辺でのポスター
掲示により禁煙を呼び掛けているが、一層
の啓発をはかることを説明し、全面禁煙の
検討を県に報告した。

消臭剤の設置、清掃回数の見直しを行っ
た。

花見台トイレが臭うので清潔感
あるトイレに改修して欲しい。

園内全域を全面禁煙して欲し
い。遊び場であり運動する公園
で、自由に喫煙できるのは考え
られない。マナーも悪い。

H28.12

受動喫煙防止のため、花見台売
店脇の喫煙場所を撤去して欲し
い。

営業車両の休憩場所にもなっており、硬式
野球場での大会時の喫煙場所でもあること
から撤去による園内喫煙の拡散も考えられ
たが、１月中旬の撤去を12月中旬に周知
し、直営で撤去を行った。

H28.11

路線バス内で、サッカー場利用
による混雑のため遅延したとの
車内アナウンスがあったが、混
雑対策をしているのか。

駐車場への出入庫による渋滞がダイヤに影
響しているため、大会運営者に警備員の配
置、マイクロバスによる集約化、公共交通
機関の利用の呼びかけの協力を依頼した。

園内への自転車乗入れについて
のお知らせを、にぎわい広場側
にも設置して欲しい。

にぎわい広場側にも看板はあるが、表示が
小さいため、直営で文字入りカラーコーン
を設置することとした。

隣接事業者敷地と公園との間の
道に越境している樹木の剪定

公道か私道か不明であるため、現場確認
し、直営で剪定を実施した。

混雑状況をＨＰで可能な限り掲載するが、
激しい混雑時には駐車場利用ができないた
め、公共交通機関の利用をお願いした。

台風による落葉があり、バイクが滑る危険
性もあるため、直営により早急に清掃し
た。

当日は大会が開催されており、渋滞緩和の
ため車両を留めないことを徹底していたた
め断ったが、対応が不適切であったことを
謝罪し、一時利用であれば管理事務所前の
駐車場利用を案内した。係員は高野連契約
の警備会社係員のため、意識改革と改善を
図るよう指導した。

整備にかかわることから県と調整した。

駐車場満車時に送迎のため一時
路上駐車をしたところ、係員か
ら注意を受けたが言い方が不快
だった。路上駐車の許可を得て
いる身障者である。

噴水広場に休憩ができる屋根付
きベンチを設置して欲しい。

バス通りのイチョウの落葉で雨
水桝が詰まってしまうため、早
急に清掃して欲しい。

満車時に入れないことは現地に
行かないとわからないので、事
前に知らせて欲しい。空いたタ
イミングでたまたま入れる場合
があるが不公平である。

H28.9

H28.10



施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

H29.2

H29.3

H29.1

利用時間の厳守（9時前の利用）を、現地に
ポスター掲示した。

歩道への駐輪をしないよう、警備員から利
用者に指導、駐輪整理の徹底を図った。

H29.10

軟式野球場防球ネットを高くし
て欲しい。

ラグビー場での大会音響が大き
すぎる。

ボールが飛んできたら管理事務所に連絡を
するよう近隣にも挨拶した。また、県に高
さをあげるよう要望した。

大会主催者に音響を小さくするよう依頼し
た。

チームで予約申し込んだ後に、チーム内で
利用者が変更されてもやむを得ない旨を説
明した。

テニスコートを特定の人が週何
回も利用している。抽選は50倍
であり、特定の人物の利用制限
はできないのか。

H29.7
壁打ちテニスの音が煩くて、土
日に寝ていられない。

硬式野球場観戦者の自転車など
が歩道にはみ出していて通れな
い。

現地確認の結果、ゴミの散乱はなかった
が、土埃で汚れていたので清掃をした。

現地確認の上、直営で剪定を実施した。ご
要望に対しては公平に対応している旨を回
答した。

落ち葉が詰まるので剪定して欲
しい。他所ではやっているのに
やってくれないのは不公平だ。

テニスコート更衣室が汚い。き
れいにできないなら全員首にし
ろ。

高所のため、業者と日程調整中であること
を説明し、後日、委託業者による枝下ろし
をした。

大会であったため、安全管理の徹底を条件
に、選考会で承認をしたものだが、相手方
には選考の際の確認ミスとして謝罪した。

隣接道路の渋滞緩和、場内安全確保のた
め、一定の空きスペースができた段階で入
庫を認めている旨を説明した。

H29.5 駐車場が空いているのに満車と
して入れない。なぜ入れないの
か。

自宅屋根に枝がかかっているの
で伐採して欲しい。

少年野球場で大人も使用してい
る。少年で申請し、大人が使用
してもよいのか。

H29.6

ピクニック広場での外来種駆除
の農薬散布について、人などへ
の影響を表示して欲しい。

メリケントキソウ除去の事前周知におい
て、薬剤名の看板は設置したが、人や動物
などへの影響に関する内容を追加設置し
た。犬などの散歩も多いことから、今後、
同様な対応を図ることとした。

テニスコートで営利目的と思わ
れるコーチが利用しているが、
公営コートでは相応しくない。

管理事務所の個室トイレが狭す
ぎる。駐車場出庫時の係員の手
際が悪く時間がかかる。

申込時や利用時に、営利目的の利用はでき
ないことを案内した。

和式便器を洋式に交換したため狭くなって
おり、改善には改修工事を要することを回
答した。
駐車場出庫口を４月から１箇所増設した。

噴水広場トイレの紙巻器が後ろ
に位置しており利用しにくかっ
た。また、立ち上がる際に転倒
しないよう、手すりをつけたほ
うが良いと思う。

横浜新道側道からの園路が凸凹
しているので直して欲しい。

現地を確認し、紙巻器位置は支障ないと判
断したが、全トイレへの手すりの設置は、
県による便器の洋式化の実施時に対応をす
ることとした。

直営で穴埋め等の応急措置は行ったが、工
事が必要な箇所があるため、県に報告をし
た。



施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

事故・不祥事等の
概要と対応状況

予約システムで当選して確定作
業を行ったが予約がキャンセル
になっていた。システムエラー
では。

操作状況を確認し、キャンセルに至った可
能性の説明と謝罪をし、当選分の優先予約
も不可であることについて了解を得た。
システムコールセンターに確認した結果、
ネットワーク環境とＯＳにより、操作表示
や方法が異なる場合があるとのことであっ
たため、必要に応じて情報システム課に情
報共有することとした。

現地確認した結果、ゴミなどの散乱はな
かった。施設の老朽化を指している可能性
あるため、県に報告をした。

テニスコート更衣室が汚い。

H29.8.3

H30.2.20

H29.7.28

H30.3

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
意見を把握している。
□把握した苦情・要望などを真摯に受け止め、関連事業者への情報提
供、相談などのほか、委託事業者への指導など、業務改善に努めてい
る。
□施設の老朽化などへの苦情に対しても、丁寧に説明し一定の理解を得
られるよう努めるなど、利用者の視点に立った対応がなされている。

５　事故・不祥事等への対応

年月 事故・不祥事等の概要

　　　　　　　対応状況
①指定管理者の対応状況(再発防止策・業務改善
策等)
②県の対応状況(随時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・改善勧告の実施
等)
③責任の所在及び現在の状況

イベント実施時に利用客が集中
した昼過ぎに、売店厨房で調理
者がフライパンで調理中に接客
対応をした際に白煙が上がり、
消火した後に消防に緊急通報し
た。

①電気調理器具への変更、油使用の品目の
減を図った。
②県有財産への被害がなかったことから、7
月28日に再発防止策を報告するよう口頭指
示、7月29日に報告を受けた。
③設置管理許可施設のため指定管理者に責
任があり、現在も継続して営業している。

午前中に管理員が除草中、植え
込みから出てきたスズメバチに
刺され、応急措置後に病院に通
院した。

①作業は段階的に様子を見ながら行ってい
たが、より一層の注意を払って作業を行う
ことを徹底した。
②事故報告による把握にとどめた。
③作業中の事故であるため、指定管理者に
責任がある。労災扱いにはならなかった。
現在、治癒。

午前中にラグビー場利用者が準
備運動をしていた際、存置され
ていた空気入れの針を踏み抜
き、緊急搬送された。

①前日利用の存置物と思われるため、清掃
の徹底を図ることとした。
②事故報告による把握にとどめた。
③施設の管理瑕疵に該当するため指定管理
者に責任があり、治療費は施設賠償責任保
険により治療費を支払った。現在、治癒。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。29年度は速報値

事故・不祥事等の
概要と対応状況

H30.3.26 午後に管理員が高木の剪定中、
脚立から落下し、腰を打撲した
ため、数日後、病院に通院し
た。

①作業時の安全確保状況を複数者が確認を
することを徹底し、安全管理意識の向上を
図った。
②県への事故報告が４月に遅延したことか
ら、4月26日に、速やかな事故報告と安全管
理ミーティングの実施を口頭指導した。４
月27日にミーティング実施の連絡を受け
た。
③作業中の事故のため、指定管理者に責任
がある。現在、治癒。

評価結果 評価区分

27年度 28年度

収入
310,169

その他

174,138

(0)

支出
299,473 292,341 292,488

(303,520) (291,716) (292,893)

Ｓ
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

312,366 322,278

(303,520) (291,716)

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

□　毎朝行うスタッフミーティングにより、作業内容の確認と安全確保
を図っているほか、保土ケ谷公園安全管理マニュアル、管理作業安全マ
ニュアルを整備し、安全対策研修の実施により、安全意識の向上を図っ
ている。
□　事故発生後は、速やかに現地確認の上、再発防止策を講じているほ
か、事後の対応も利用者の立場に立ったものであり、対応は適切であ
る。

６　収支状況

(292,893)

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

【参考】26年度(26.4.1～27.3.31)

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

□有料施設や駐車場開場時間を夜間延長するなど、収入額実績は、H26
年度からH29年度までの３年間の計画額総額に比して、約7,200万円上
回った。
□本部による物品一括購入、繁忙期の臨時雇用による人件費の抑制等、
経費節減に努めている。

52,914 95,226

(193,610) (49,358) (60,552) (172,000) (49,763) (69,953) (174,138) (49,963) (68,792)

29,790

(0) (0)

193,610 52,521 64,038 172,000 52,332 88,034

29年度 累計

収入
323,161 957,805

(300,918) 885,527

収支差額
10,696 20,025

174,138 51,364 97,659 520,276 156,610内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収支差額
14,926 64,741 収入合計／支出合計比

(0) (0) 107.2%

支出
308,235 893,064

(300,918) (885,527)

280,919

(174,138) (50,163) (76,617) (520,276) (149,889) 215,362

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

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）

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

□個人情報保護規定及びガイドライン
を整備し、毎年度職員全員を対象に研
修を実施している。
□取り扱い者やデータ保管場所を定め
るなど、適切な情報管理の徹底をして
おり、個人情報の漏洩などの事故は発
生していない。

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

□毎年度コンプライアンス研修を実施
しており、法令違反などの事故は発生
していない。
□消耗品のグリーン購入、EV作業車両
の導入などを行っている。
□指定管理者全体として、花苗・苗木
の生産を社会福祉法人に委託してい
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

□平日は13名程度、利用者の多い休日
や夏季には16名程度の職員を配置し、
必要に応じて警備員を配置・増員する
など、効率的で適切な人員配置がなさ
れている。
□業務に要する資格の取得を職員に促
したり、職場内研修や園長会議による
情報共有により、業務に従事する人材
の育成を図っている。

＜参考＞
□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。


