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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）

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・受付・警備等の維
持管理業務は、事業計画どおり実施さ
れていることをモニタリングにより確
認している。

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

□地元自治体、ボランティア、観光協
会や商工会等との連携が図られてい
る。
□地域企業への業務委託を行ってい
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
□指定管理者が外部委託した業務は適
切に実施されているか

Ａ

□「湘南の風土と邸園文化の継承、お
もてなし」を目的とした運営方針に基
づいて確実に実施されている。
□モニタリングにより、指定管理業務
の実施を確認している。
□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。

　サービス向上に向けた取組、施設の利用状況、利用者満足度の状況、苦情・要望等への対
応、事故・不祥事への対応、収支状況、業務遂行能力の評価結果から、これまで良好な管理
運営が継続されていることから、Ａ評価となった。
　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、今後も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 大磯城山公園

指 定 管 理 者 名 公益財団法人神奈川県公園協会・湘南造園株式会社グループ

施設所管課（事務所） 都市公園課 平塚土木事務所

評価理由及び今後の対応



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

□利用者満足度調査は、利用者に対する対面式、１年間に渡って休日平
日交互に、計５～８回、県によって行われている。
（別途指定管理者による利用者満足度調査も行っている）

□利用者満足度調査結果は管理運営に反映している。

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

92.4 91.3 95.3

92.9 ％

146 116 102

□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

□事業の広報・PRを効果的に行い、新聞やWEB媒体への掲載数も確実に
増加している。

□自主事業について、公共の福祉の増進のため、自動販売機の設置や茶
道教室の開催、駐車場の円滑な運営等サービス向上に努め、利用促進に
つなげた。

□利用促進に向けた取り組みが適切に行われ、利用者数の増加に反映さ
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

Ｓ
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

74,383 人 32,248 人 107,698

431,998 人 357,193

人 対目標値（率）

128 ％ 112 ％ 133 ％ 125.0 ％

人利用者数

人 285,750 人(指定管理者提案値)

設定方法：

337,033 人 302,548 人

目標値

262,650 人 270,300 人 324,300

２　施設の利用状況

27年度 28年度 29年度 ３か年平均



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

□事故・不祥事等防止に向け、日常の巡視・点検を重視するとともに、
様々な研修等によって職員の事故防止と安全意識の向上を図っている。

□事故・不祥事等発生時の対応は適切に行われている。

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

□利用者満足度調査等により苦情・要望等の把握に努め、管理運営に反
映させている。

□苦情・要望等への対応は適切に行われている。

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28年
上半期

夜間閉鎖している旧吉田茂邸
地区において、早朝に男性が
塀を乗り越えて出て来たと周
辺住民により通報があった。

①防犯センサーの死角について調整すると
ともに、夜間潜んでいたと思われる箇所へ
の侵入防止竹柵の設置及び警備パトロール
経路の追加など、再発防止に努めた。
②事故等報告書による確認及び現地確認を
行った。
③防犯センサーの不備。利用者及び管理者
が入らない樹林地内に人が潜むことを想定
していなかった。この後、特に問題なし。

コイが連続して死亡してい
た。

①県水産技術センター内水面試験場に持込
み検査をしコイヘルペスウイルスの陽性反
応がでた。立ち入らないよう掲示するなど
利用者対応した。
②報告を受け、診断確定後、県が主体で現
地確認等を含めて対応。コイは回復しても
ウイルスを持っている可能性があるとされ
ていることから、池のコイをやむを得ず殺
処分。
③ウイルスの感染源は不明。コイは飼育し
ていたものではなく、投棄されて増えてし
まっていたものであることから、現在、池
にコイはいない状況となっている。

平成28年度3件 草刈機等の音がうるさい
同地域での連続作業時間を短くするよう調
整し、再発防止に努めた

平成28年度4件
公園の外周道路や住宅へ積も
る落葉を清掃して欲しい

清掃回数を増やして対応した

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

平成27年度3件
平成28年度2件

職員、庭園ガイドボランティ
アの対応が悪い

接遇・来園者対応の確認を行い、再発防止
に努めた



単位：千円

※(　)内は収支計画額。29年度は速報値

収支差額
4,927 9,094 収入合計／支出合計比

(0) (0) 104.0%

支出
84,247 225,968

(87,123) (231,474)

13,916

(81,974) (0) (5,149) (221,146) (0) 10,328

利用料金 その他

81,974 0 7,200 221,146 0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
89,174 235,062

(87,123) 231,474

収支差額
81 2,224 1,943

(0) (0) (0)

支出
64,195 70,458 71,263

(66,845) (71,934) (72,417)

(61,587) (0) (5,258) (69,586) (0) (2,348) (69,586) (0) (2,831)

その他

61,587 0 2,689 69,586 0 3,096 69,586 0 3,620

【参考】26年度(26.4.1～27.3.31) 27年度 28年度

収入
64,276

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

□事業の広報・PRを効果的に行うなど、利用者数増加に向けた取組が行
われている。

□LED照明導入による節電、再委託業務や人員配置の見直しによる経費
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

72,682 73,206

(66,845) (71,934)

６　収支状況

(72,417)

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



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
□関係法令等が適切に遵守されてい
る。
□環境への配慮は適切である。
□障害者雇用等の状況は適切である。

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
□個人情報に関する研修が行われてい
る。
□個人情報の取扱いは適切である。

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、人材育
成等、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。

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


