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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）

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

□ボランティア団体と定期的に連絡会
議を行い、課題の共有や作業の役割分
担を確認している。
□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

Ｂ

□総じて事業計画書に沿って適切に管
理運営を行っているが、一部提案内容
を満たしていない項目がある。
□業務委託実績報告書及び現地確認に
より、委託した業務の適切な実施を確
認している。

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 三ツ池公園

指 定 管 理 者 名 三ツ池公園パートナーズ

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

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 H27.4.1 H32.3.31 評価期間 H27 年度

  気象条件に恵まれ、利用状況も良好であることに加え、四季を通じた様々な利用促進事業の実施や清掃も行き届いている
ことから、利用者からの評価も総じて高い。指定管理者制度の導入目的である民間ノウハウによるサービス提供が図られて
おり、さらに強化を図る必要があると判断されることから、引き続き指定管理者制度による管理運営が望ましい。
　一方で、提案事項の未実施や管理上の事故も発生し、特に植物管理については主体性に欠けるなど、改善点も多いことか
ら、今後、定期モニタリングに加え、随時モニタリングの頻度や内容を高め、一層の業務改善や未実施の提案項目の実施な
どを促していく。

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

H29 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

Ｂ

□植物管理業務において、県の示した
業務基準を踏まえた主体的な実施が行
われていないなど、水準を満たしてい
ないとみなされる項目がある。



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

□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、パークセンター内にアンケート及び回収箱を設置し、利用者の意
見などを随時受付可能な体制を整えている。さらに来園者が多いイベン
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。
□総じて90％の利用者が公園に満足している。清潔さの評価が高い一
方、トイレなど一部施設について清掃が行き届いていないという意見も
あり、このような少数の自由意見を踏まえ、業務改善に取り組もうとし
ている。

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

90.7 89.7 93.1

91.0 ％

146 104 95

□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

□本公園は桜の名所のため、年間利用者の2/3が桜の時期に集中してお
り、特に29年度は開花が早く利用者が大幅に増加するなど、気候に左右
される状況となっている。他の時期においても利用促進事業を実施し安
定的な利用者数の確保に取り組んでいるが、目立った成果は今のところ
出ていない。しかし利用者の多い時期でも大きなトラブルなく管理運営
を行っている。

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

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

対目標値（数）
※下段は率

△ 220,314 人 △ 86,455 人 247,146

1,652,476 人 1,356,202

人 対目標値（率）

84 ％ 94 ％ 118 ％ 98.6 ％

人利用者数

人 1,376,077 人(指定管理者提案値)

設定方法：

1,127,586 人 1,288,545 人

目標値

1,347,900 人 1,375,000 人 1,405,330

２　施設の利用状況

27年度 28年度 29年度 ３か年平均



・多目的広場グランド整備用
トンボ本数の追加要望
・花苗管理が出来ていない

・新規に３本購入した

・育成に努める旨を回答した

H27.9 ・テニスコート横の野球場か
らのボールの飛来防止のた
め、ネットの増設をしてほし
い
・水の広場の水をきれいにし
てほしい

・喫煙所を設けてほしい

４　苦情・要望等への対応

年月 意見の内容 対応状況

・更衣室トイレに防犯ブザー
の設置要望
・未病対策として、早朝の外
灯点灯希望

・県が建替えを検討しており貴重な意見と
して県に報告した
・早朝利用の実態を調査の上、対応を検討
すると回答した

H27.11 コリア庭園のチャンス像をな
くしてほしい

神奈川県との友好都市の彫造物の撤去はで
きないと回答した

H27.12 ・滝の広場で早朝ラジオ体操
を実施しているので外灯の点
灯してほしい
・隣接道路に土砂が堆積して
いるので整理してほしい
・外灯が切れている
・植物の銘鈑を取り付けてほ
しい
・パークセンターの暖房を入
れてほしい
・老人向け健康遊具の設置を
検討してほしい

・利用者の声として受け、照明灯の点滅タ
イマーの制御を変更した
・現地確認の上、除去の実施を検討する旨
を回答、その後、直営により土砂を除去し
た
・委託業者に手配中の旨を回答した
・設置対象の調査と設置方法を検討すると
回答した
・室外と扉で接するオープンスペースであ
り、暖房効率が得られず、設置は困難と回
答した
・未病対策の意見として県に報告すると回
答した

H27.4及び6 ・公園隣接住人より、越境枝
剪定依頼

・調査後、剪定の実施を検討、委託により
剪定を実施済した

H27.7 ・公園隣接市道を走行するバ
ス会社から道路上の枝剪定要
望

・委託により剪定を実施した

H27.8

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

H28.1 ・来園者の不注意でマンホー
ルにつまづき骨折したが、同
様な怪我をされないように是
正を要望
・ストレッチの設備がほしい

・指摘マンホールの是正を行い、園路点検
を行う

・未病対策の意見として県に報告すると回
答した

H28.2 ・テニスコートに時計をつけ
てほしい
・大砂場すべり台の水溜りを
至急改善
・河津ザクラを植えてほしい
・展望広場に椅子とテーブル
があったが現在ないので設置
してほしい
・花の広場の頂上にベンチが
ほしい

・自己管理でお願いするとともに今後園内
放送で案内をすることを検討することとし
た
・大雨警報解除後の整備について、今後留
意する旨を回答した
・花の広場に、小さいが数本あると回答し
た
・破損個所の修繕中であることを回答した
・現地確認の上、ベンチを設置した

・利用者向けに注意喚起のチラシを配布し
た

・修景池のため、安全を考慮して消毒を実
施しているが、入水を目的ではない旨を説
明した
・公園内では喫煙を積極的に進めるような
取組はしないと回答した

H27.10



ドッグランを整備してほしい ドッグランのような施設に頼らず人と犬が
共存できる施設を目指しており、それが実
現できていると考えているため、要望には
お応えできないと回答した

H29.7 ・有料施設に時計が欲しい
・分区園のイチョウ、低木を
剪定、伐採して欲しい
・トイレ前の漏水が水不足が
言われている中いつまでも治
らない（県治水事務所、県都
市公園課にも電話）

H28.5 ・時計がほしい ・園内放送による案内をすることとした

H28.9 ・駐車場が混雑しているので
何とかしてほしい

大会利用団体などに公共機関での来園をお
願いするほか、入口で利用者に説明と待ち
時間を伝え、他の駐車場の利用を案内した

H29.6

H28.4 ・7号女子トイレが汚い
・高齢者なので洋式トイレを
設置してほしい
・釣り禁止看板のデザインの
工夫を考えてみては
・案内板が少ないく草花の名
前表示があればよい
・北門駐車場の出入り口を逆
にすればよいのでは

・より一層きれいにするよう努めた
・身障者用トイレが洋式になっていること
を説明した
・看板統一を検討することとした
・簡易看板設置と近隣小学校と連携した樹
名板作成をすることとした
・出入口の変更は、事故の恐れがあるため
難しいことを説明した

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

H28.3 ・遊具のある場所を増やして
欲しい
・パークセンター内では静か
にするよう指導して
・サクラ銘鈑が違うのでは
・ベンチに犬が座っている
・サクラ樹名板を付けて
・事務所にゴミ箱がほしい
・公衆電話を設置して
・ベンチが少ない。　他の自
治体のようにベンチの寄付や
募金を募ったらどうか

・設置の可否を検討すると回答した
・利用マナーを喚起する掲示をした
・苗購入品であり間違えはないと思うが確
認すると回答した
・ベンチに注意喚起シールを貼った
・樹名板の順次取付を実施した
・ゴミは原則持ち帰りと回答した
・公衆電話の設置は困難と回答した
・ベンチの必要箇所の把握や実施方法の検
討が必要と回答した

・時間がわかるように終了10分前に園内に
アナウンスをしていると回答した
・8/8までに完了
→漏水箇所は止水し、7/26に修繕完了



H29.12 遊具がもう少し欲しい
・野球場周りにライトを設置
してほしい。
・21時頃迄園路灯の点灯時間
を改善してほしい

・遊具の設置計画はないと回答した
・照明の設置計画はないと回答した
・園路灯の点滅タイマーを調整した

H29.10 ・家の前の木を剪定して
・案内板をつけて

・大雨後、多目的広場前の園
路上を雨水が流れている。何
とかならないか

・11/6に直営で剪定を実施した
・自分のいる位置を示すセキュリティポス
トをH30年度に設置予定
・園路の雨水排水について県に相談と回答
した

H29.11 ・パークセンター女子トイレ
の荷物掛けの位置が高い
・寮の前の道路の落葉を清掃
して
・案内板がない、少ない

・11/27にフックを低い位置に設置した
・ご連絡いただければ清掃すると回答した
・案内板は、H30年度設置予定のセキュリ
ティポストで対応す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

H29.8 ・有料施設周辺に時計が欲し
い(2件)
・更衣室に荷物を置く台が欲
しい

・終了10分前に園内にアナウンスをしてい
る、要望は県に伝えていると回答
・ベンチを手配、設置した

H29.9 遊びの森のロープで囲ってあ
るウッドデッキを撤去して

・県と調整のうえ、撤去する旨を回答した

H30.2 ・新設の四阿の中を舗装して
・園路灯が点いていない

・ドッグランを作って
・案内板が少ない。トイレを
洋式にして

・県が土間コンクリートにすると回答
・手動では点灯したが、また点かないた
め、部品交換を行うこととした
・ドックランの計画はないと回答した
・案内板は、H30年度設置予定のセキュリ
ティポストで対応。新設のトイレは洋式ト
イレであることを回答した

H30.3 ・テニスコートに時計が欲し
い
・案内板の現在位置がわかり
づらい

・利用時間終了10分前に園内放送を流し、
時間を周知していると回答した
・案内板を確認し、表示を大きくした



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

□毎年、指定管理者の責任による事故が発生しており、特に樹木管理に
対しての認識が低いことがある為、日々のモニタリングや打合せなどで
指導を行っている。また、現場事務所だけでなく、指定管理者本部に対
しても情報提供を行い、組織として危機感を共有するよう指導してい
る。
□その他、利用者に瑕疵がある事故が年数回発生しているが、警察や消
防、病院への対応を速やかに行い、利用者にも適切な対応を行ってい
る。

H28.5.12 4月25日の現地調査において、枯
枝、枯木が目立つことから、指定
管理者にゴールデンウィーク前の
処理を指示した。指定管理者から4
月28日に処理するとの回答があっ
たにもかかわらず、未対応の状況
で5月12日に倒木事故が発生。人的
被害なし。

①倒木の撤去作業を実施。県の指導書に従うと
ともに、パトロールを強化。
②5月12日に「指定管理業務内容指導書」によ
り、迅速な対応体制の確保、危機管理意識の徹
底、巡視点検による十分な調査を行い枯枝除去
や枝打ちなどを行い事故を未然防止するよう指
導した。
③責任は指定管理者。倒木は撤去済み。

H29.8.14 隣接者の要望に基づき、境界沿い
の園内の樹木を伐採中に、処理を
誤り、伐採した幹を隣接者側に倒
してしまい、隣接者の境界フェン
スを破損させた。人的被害なし。

①樹木の撤去を実施。事故原因と再発防止策を
記した顛末書を県に提出させた。
②発生直後に連絡を受け、当日（８月14日)に状
況確認と関係者からの聞き取りを実施。８月16
日に「指定管理業務内容指導書」により、適切
な工法の実施及び安全の確保などを行うよう、
指導。
③責任は指定管理者。隣接者には謝罪を行うと
ともに再発防止策を示し、理解を得た。隣接者
の意向により、破損施設をきれいに撤去するだ
けで、復元は行わなかった。

事故・不祥事等の
概要と対応状況

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

H27.5.18 メール誤送信（取材相手に、アン
ケートを送付するところ、関係の
無い添付ファイル（個人情報無
し）を誤って添付）

①平成27年5月21日に指定管理者から相手方に謝
罪すると共に、添付ファイルの削除を依頼し了
承を得た。日程に余裕の持った事務処理に努
め、一層の注意を払う。まず紙ベースで確認す
る。対外的なメールは個人メールアドレスは使
わず、代表メールから行う。ファイル保存はタ
イトル名を明瞭にするなど。
②始末書を提出させ、口頭で指導。（平成27年5
月25日）
③責任は指定管理者。添付ファイルは削除済
み。

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

□日頃から、園内パトロールを通して来園者から直接要望などを受けた
り、電話や管理事務所での応対を丁寧に行い、利用者からの意見徴収に
努めている。
□県への伝達事項を失念したり、本来業務で対応する事項について苦情
を受けていることから、県への報告や苦情が生じない対応の徹底に努め
てほしい。
□様々な苦情・要望者に対する丁寧な対応と、発生原因の解決に向け
て、計画的な取組に努めてほしい。

５　事故・不祥事等への対応



単位：千円

※(　)内は収支計画額。29年度は速報値

収支差額
839 △ 104 収入合計／支出合計比

(0) (0) 100.0%

支出
132,311 387,239

(129,614) (386,065)

137,302

(71,043) (13,220) (45,351) (213,129) (39,530) 133,406

利用料金 その他

71,043 12,074 50,033 213,129 36,704内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

29年度 累計

収入
133,150 387,135

(129,614) 386,065

収支差額
△ 8,621 △ 349

(71,043) (13,220) (44,463)

△ 594

(0) (0) (0)

支出
133,558 126,146 128,782

(123,918) (127,725) (128,726)

【参考】26年度(26.4.1～27.3.31) 27年度 28年度

収入
124,937

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

□本公園は桜の名所のため、年間利用者の2/3が桜の時期に集中し、収
入に比例しているため、気候に左右される。29年度は収支差額がプラス
となったが、これも桜の開花が例年と比較し半月早かったことが理由と
思われる。イベントなどの利用促進事業の充実や移動販売車の活用な
ど、年間を通した収入の確保に努めている。
□支出については節電などにより節減に努めているが、管理経費がかか
るプールを運営を行っている為、抑制できない状態が続いている。ま
た、経費を抑える為に植物管理等、通常の施設管理の優先度を下げてい
る面も見受けられる。

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

125,797 128,188

(123,918) (127,725)

６　収支状況

(128,726)

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

73,764

評価結果 評価区分

12,066 39,107 71,043 12,426 42,328 71,043 12,204 44,941

(73,764) (13,063) (37,091) (71,043) (13,090) (43,592)



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
□障害者雇用などの状況は適切か

Ａ

□管理運営を行っていく上での関係法
令の順守や諸規定の整備を行うととも
に、年１回の研修を行っている。

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
□個人情報の取扱は適切か

Ｓ

□個人情報保護にかかる諸規定を整備
するとともに、責任者・取扱者を選定
し、パスワード管理や不要な情報は削
除する等、個人情報を厳格に取扱って
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

□利用者が多い桜の時期には、警備員
などスタッフを増員するなど、柔軟な
人員配置に努めている。
□利用者からスタッフの対応に苦情が
寄せられたが、丁寧な対応を指導する
と共に、意識の共有化を図った。

＜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

□現在のところ、時間短縮やハラスメ
ント対策について、目立った取組は行
われていない。

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


