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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 津久井湖城山公園

指 定 管 理 者 名 公益財団法人神奈川県公園協会

施設所管課（事務所） 都市公園課 厚木土木事務所津久井治水センター

評価理由及び今後の対応

≪評価方法≫
サービス向上に向けた取組の実施状況はＳ、施設の利用状況はＢ、利用者満足度の状況はＳ、収支状況はＡ、業務遂行能力
はＳで、総合評価はＡとなった。
　施設の利用状況がＢとなったが、目標数値が高いためであり、来園者の満足度は90%を超え、質の高い管理運営状況である
ことがわかる。
　よって、指定管理制度に基づき、現在の指定管理者が管理運営を行っていることは、有効性が高いと思われる。

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

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

Ｓ

□清掃・設備の法定点検・警備等の維
持管理業務は事業計画どおり実施され
ているほか、遺構保存や生態系に配慮
した植物管理など当公園特徴である歴
史と自然に配慮した維持管理が行われ
ていることを月例報告及び随時モニタ
リングにより確認している。また、受
付業務は、公園管理事務所に職員が常
駐し対応している。

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

Ｓ

□地域の代表や学識者等で構成される
「県立津久井湖城山公園整備と管理運
営に関する連絡会」の事務局として、
積極的に連携して管理運営を行ってい
る。
□専門性を有する業務の一部について
は地元企業へ委託をしている。

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

□本公園の総合的な管理運営方針であ
る「しろやまオープンミュージアム
快適な湖畔の憩いの空間」に基づき、
確実に業務を実施している。
□月例報告及び随時モニタリングによ
り委託した業務の適切な実施を確認し
ている。

評価結果 評価区分

Ｓ
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 512,720 人(指定管理者提案値)

設定方法：

436,583 人 459,108 人

目標値

502,860 人 512,720 人 522,580

対目標値（数）
※下段は率

△ 66,277 人 △ 53,612 人 △ 42,876

479,704 人 458,465

人 対目標値（率）

87 ％ 90 ％ 92 ％ 89.4 ％

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

□公園のホームページを作成し、開花状況やイベント告知などを積極的
に行っている。
□地元広報誌や新聞にイベント等が年間30回程度掲載されるなど、積極
的なＰＲを行っている。
□自主事業については、来園者が快適に過ごせるよう湖畔でのバーベ
キュー事業を展開している。
□これらの様々な取組の結果、利用者満足度の高い公園となっており、
利用促進に向けた取組は適切である。

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

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

96.3 89.3 99.1

94.9 ％

157 117 114

□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

□アンケートは、公園管理事務所窓口にアンケート及び回収箱を設置
し、利用者の意見等を受付可能な体制にしているのをはじめ、年２回指
定管理者が来園者にアンケートの趣旨を説明の上、手渡しで回答を依頼
し、回収しているほか、県が来園者にアンケートの趣旨を説明の上、休
日３回、平日２回のアンケートを手渡しで実施している。
□利用者からの苦情・要望は即時に対応するほか、職員がパークコン
シェルジェとして、窓口で詳しい公園情報を来園者に提供するなど、利
用者満足度向上に向けた取組を実施している。
□このような取組の結果、評価結果がＳとなっている。



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

H27.7 公園のメールマガジンが送られ
てこない

直ちに一斉送信をするとともに、今後は送
信日を固定して自動送信できるよう設定し
た

H29.12 滑り台脇に杭が飛び出ていて危
険

直ちに現場へ向かい、その場で打ち込み

H27.9 トイレの水が出ない 直ちに現場を確認するとともに、専門業者
に修理を依頼し、当日に復旧

H29.1 湖畔展望園路が凍結しており滑
りやすい

直ちに現場へ向かい、塩化カルシウムをま
いて凍結防止処理を実施

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

□日ごろから来園者へのあいさつや声かけを実施するほか、常設アン
ケートや年２回の利用満足度調査により、積極的に利用者の意見を把握
している。
□来園者の意見に対しては、毎日の朝礼などで情報共有を図り、公園の
管理運営に活かしている。
□来園者の苦情・要望に対しては、即時対応できるものは、すぐに対応
を行うほか、そうでないものは県に相談するなど、適切な対応を行って
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

H27.6.13 除草中、職員がアシナガバチに
右目の上を刺される。

①再発防止策としては、作業前に巣がある
か確認する。長靴・防護眼鏡・帽子などを
必ず着用する。
②なし
③本人が防護眼鏡をしていなかったため起
きた。

事故・不祥事等の
概要と対応状況

H27.7.31 職員が登山道巡視中に足を滑ら
せ捻挫した。

①再発防止策としては、2人1組で実施して
いるが、お互いに体調をチェックする。足
首までガードしている靴を着用する。
②なし
③本人の不注意によるもの。

H27.8.10 2歳の子どもが兄とふざけて遊
んでいる最中に大型複合遊具付
近で転倒し滑り台部分に頭をぶ
つけた。さいわい軽傷で済ん
だ。

①すぐに遊具の使用禁止措置をとるととも
に、応急措置を実施。その後、遊具業者に
点検を依頼。県と指定管理者で役割分担
し、遊具の改修工事を実施。改修後使用を
再開した。
②年1回の遊具の定期点検結果を熟読し、問
題点があれば、すぐに指定管理者のできる
範囲で対策を行うとともに、大幅な改修が
必要と判断される時は、すぐに県へ相談す
るよう口頭で注意した。
③来園者からからの苦情もなく、H28年に更
新工事を実施



職員が竹の伐採作業中、昨年作
業で掘ったと思われる穴に左足
を引っかけ転倒し坐骨神経症と
なった。

①再発防止策として、作業前の地面の確認
と作業後の埋戻しの徹底を図ることとし
た。
②なし
③指定管理者の職員によるもの。作業後に
地面の埋戻しを行わなかったとともに、作
業前に地面の確認をしなかったことが原
因。

①県に電話連絡し、その後、事故報告書を
提出。
②事故報告書の提出を依頼
③本人の不注意によるものであり、施設に
対する問題点の指摘やクレームはなし。

H28.5.4 飼い主が飼い犬を所定の「リー
ドつなぎ場」につないで、その
場所を離れていたときに、犬の
近くを通った来園者が、その犬
に噛まれた。
受診の結果、特に問題なしとの
こと。

①休み明けに県へ事故報告書の提出。
「リードつなぎ場」の位置を通路から離れ
た場所に変更
②なし
③噛まれた当人が犬の存在に気がつかない
まま、近くを通過したためであり、費用負
担はなし。

事故・不祥事等の
概要と対応状況

H27.8.19 指定管理者が登山道パトロール
で発見した倒木処理を民間会社
に依頼したところ、誤って左足
甲部に樹木を落下させ、骨折し
た。

①指定管理者から業者に対し細心の注意を
払って作業を行うよう注意するとともに、
ケガをされた方へのお見舞いを行った。
②指定管理者には、維持管理作業中の安全
対策について、自らはもちろんのこと、委
託した民間業者にも徹底するよう口頭で注
意した。
③本人の不注意によるもの。指先に鉄芯の
入っていない一般的な地下足袋を履いてい
た。

H29.2.11 利用者が登山中に足がもつれて
右足首を捻挫

①土曜日だったため、週明けに事故報告書
を提出。
②なし
③本人の不注意によるものであり、施設に
対する問題点の指摘やクレームはなし。

H29.4.16 利用者が高さ1m程の遊具から足
を滑らせて落下し、後頭部出血

①日曜日のため、週明けに電話により県に
第一報と事故報告書を提出。
②なし
③本人の不注意によるものであり、施設に
対する問題点の指摘やクレームはなし。

H29.1.30 利用者がベンチに手をついたと
ころ、棘が刺さった。

①その場で刺抜きで棘を抜いて治療。事故
当日にベンチの修繕を実施。
事故当日に、指定管理者から電話連絡あ
り。その後、事故報告書の提出あり。
②事故報告書の提出、ベンチの修繕、きめ
細やかな点検の実施を依頼
③来園者からの苦情もなく、ベンチも修繕
済み。

H29.2.7 利用者が登山中に足がもつれて
転倒し、左肘と顔を打撲

H28.2.17



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

□(公財)神奈川県公園協会として、公園園長会議を定期的に開催し、事
故・不祥事の情報共有を図るとともに、防止対策を検討するなど、仕組
みが構築されている。
□指定管理者が原因でない事故であっても、即時に対応し、県への報告
も迅速であるなど、対応は適切でらる。

H29.8.15 利用者が急いでトイレに行こう
として転倒

①事故当日に電話により県に第一報。その
後、事故報告書を提出
②なし
③本人の不注意によるものであり、施設に
対する問題点の指摘やクレームはなし。

H29.4.29 利用者が高さ2m程の遊具の網に
足を引っ掛けようとして足を滑
らせ地面に落下し、左手骨折

①事故当日に電話により県に第一報。
②休日であり、本人の不注意による事故の
ため、休み明けまでに事故報告書を提出す
るよう指示。
③本人の不注意によるものであり、施設に
対する問題点の指摘やクレームはなし。

H29.5.4 利用者が鬼ごっこをしていて大
型遊具の鉄枠に頭をぶつけて、
たんこぶ（皮下血腫）ができた

①事故当日に電話により県に第一報。
②休日であり、本人の不注意による事故の
ため、休み明けまでに事故報告書を提出す
るよう指示。
③本人の不注意によるものであり、施設に
対する問題点の指摘やクレームはなし。

事故・不祥事等の
概要と対応状況



単位：千円

※(　)内は収支計画額。29年度は速報値

146,314 146,323

(133,612) (146,694)

６　収支状況

(146,764)

【参考】26年度(26.4.1～27.3.31) 27年度 28年度

収入
133,612

確認の視点 収支状況についての評価

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
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

内訳

指定管理料 利用料金

□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

□公園のホームページを作成し、開花状況やイベントの告知をはじめ、
地元広報誌や新聞にイベント等を掲載されるなど、利用者増に伴う収入
増加に向けた取組をおこなっている。
□特定規模電気事業者を活用した電気料金の節減など、経費節減に向け
適切に取り組んでいる。

(133,612) (0) (0) (145,920) (0) (774) (145,920) (0) (844)

0

(6,662) (7,665) (4,001)

支出
133,612 146,314 146,323

(126,950) (139,029) (142,763)

29年度 累計

収入
146,333 438,970

(146,821) 440,279

収支差額
0 0

145,920 0 413 437,760 0内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収支差額
0 0 収入合計／支出合計比

(3,951) (15,617) 100.0%

支出
146,333 438,970

(142,870) (424,662)

1,210

(145,920) (0) (901) (437,760) (0) 2,519

利用料金 その他

133,612

その他

0 0 145,920 0 394 145,920 0 403



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

Ｓ

□指定管理業務実施に当たって法令違
反等の事故は発生していない。
□自主財源による照明のLED化やトイ
レットペーパー、コピー用紙のグリー
ン購入など、環境配慮に努めている。
□公園管理事務所内勤に障がい者を雇
用している。

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

Ｓ

□園長又は副園長のいずれか責任のあ
る立場の職員が常駐しているほか、当
公園の特徴である歴史と自然の専門家
を配置するなど適切な人員配置となっ
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

□神奈川県公園協会全体で、ハラスメ
ント対策の研修を実施するなど、労働
環境の確保の取組を行っている。

Ｓ
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

□基本協定第17条に基づき、適切に事
務処理を行い、個人情報の保護を行っ
ているほか、年１回研修を実施してい
る。

評価結果 評価区分

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


