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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

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）

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、浦賀警察署、公園連絡協
議会の合同パトロールを実施するなど、地
域一体となった防犯への取組がみられる。

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

Ａ

□清掃・保守点検・警備等の維持管理業務
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。

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

□花の名所づくりや地域の交流拠点として
の「公園連絡協議会」等関連機関との連携
を図るなど、事業計画に沿って適切に行わ
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。

評価理由及び今後の対応

　これまでの管理運営状況については、良好な管理運営状況であることからＡ評価となった。
　指定管理者制度の導入における有効性については、協定等に定める水準通りの管理運営を行っている等の理由か
ら有効に機能していると判断できる。
　以上から、指定管理者制度による管理運営は有効と考えられるため、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

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

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

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 観音崎公園

指 定 管 理 者 名 観音崎公園パートナーズ

施設所管課（事務所） 都市公園課 横須賀土木事務所
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 ※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

□苦情や要望について迅速に、可能な限り対処した。
□対応できないものについては、土木事務所に要望を行い、整備を進め
た。

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

92.3 92.0 93.0

92.4 ％

144 104 107

確認の視点 施設の利用状況についての評価

□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

　多くのイベントを実施するとともに、地元広報誌・駅貼りポスター・県
内公園への掲示等を行うなどのイベント広報を効果的に行い、公園の利用
促進に向けた取組が適切に実施されている。

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。

17,527 人 対目標値（率）

102 ％ 99 ％ 102 ％ 100.8

人 844,934 人利用者数

対目標値（数）
※下段は率

12,422 人 △ 10,276 人

837,800 人 828,100 人 868,901

851,374 人 838,376 人(利用者数)

設定方法：

27年度 28年度 29年度 ３か年平均

目標値

825,378 人 838,376 人

２　施設の利用状況



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

□指定管理者は、事故の未然防止に向け、日常パトロールで補修を要する
箇所での注意喚起・工事等の対応を速やかに行っている。
□指定管理者の事故発生時の応急対応は、速やかにカラーコーンを設置す
るなど、適切に行われた。

　正午ごろ、男性が、園路を自転
車で走行中に、通路表面の凹凸に
ハンドルをとられてバランスを崩
し、そのまま園路脇の崖下(約５
ｍ)の通路まで転落し、骨折した
もの。

①・日常パトロールの中で、転落等の危険を察
知した際は、速やかにロープ柵を設置するな
ど、事故防止に努めている。
・園内各所に、自転車から降りて通行をする旨
の看板を設置した。
②改善勧告等は行わなかったが、県としては、
事故発生当時、現地に整備されていなかった転
落防止柵を、事故後設置した。
③責任の所在は、県・指定管理者・相手方の三
者にあり、県と指定管理者は、施設責任賠償保
険により治療費等を支払った。

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

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

平成27年5月

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

□苦情や要望について迅速にかつ可能な限り対処し、事業等へ適切に反映
するなど、利用者満足度向上に向けた取組は適切である。

H30.2

園内は広く、坂道が多いので高齢
者のために園内バスを運行して欲
しい。

運行計画を作成している。
来年度実施すると回答した。

H29.7
海遊び後に利用するシャワーが欲
しい。

夏期に利用できるような簡易シャワーを、
パークセンター前に設置した。

H29.9
スズメバチの巣の撤去要望 駆除を実施した。

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

H29.1
駐車場での障がい者手帳の提示
時、料金の返金対応がない。

サービス向上のため、接遇研修を実施し
た。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。29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

□公園の特性を活かした様々なイベントを開催するとともに、ホームペー
ジを更新して情報発信機能の強化を図るなどの取組が行われている。
□日中時間帯の徹底した消灯による節電、一年を通した冷暖房設定温度の
調整、軽微な修繕を施設職員が直営で行う等により、経費節減に努めてい
る。

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
1,351 7,891 収入合計／支出合計比

(△ 196) (△ 588) 102.1%

(0) 109,173

支出
125,954 373,948

(127,203) (381,609)

利用料金 その他

90,616 0 36,689 271,848 0 109,991内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

(90,616) (0) (36,391) (271,848)

29年度 累計

収入
127,305 381,839

(127,007) 381,021

収支差額
△ 508 4,378 2,162

(0) (△ 196) (△ 196)

(90,616) (0) (36,391)

支出
109,565 122,391 125,603

(110,970) (127,203) (127,203)

36,153 90,616 0 37,149

(82,156) (0) (28,814) (90,616) (0) (36,391)

利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他

82,156 0 26,901 90,616 0内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収入
109,057 126,769 127,765

(110,970) (127,007) (127,007)

６　収支状況

【参考】26年度(26.4.1～27.3.31) 27年度 28年度



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）

□関係法令を遵守するとともに、環境
への配慮や障碍者雇用等が実施されて
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 □個人情報保護、関係法令等が適正に
遵守されている。

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

□事業計画に沿った職員配置、本部と
の連携、人材育成など適切な運営体制
が確保されている。

＜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職場のハラス
メント対策など適切な労働環境が確保
されている。

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

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


