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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管理の有効性 有 無

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

≪評価方法≫
サービス向上に向けた取組の実施状況、施設の利用状況、利用者満足度の状況、収支状況、業務遂行能力の評価結果を基に
別紙の基準により評価する。

１ サービス向上に向けた取組の実施状況
　維持管理及び運営管理について、「川や自然の営みにふれるスポーツと交流の拠点」とした管理運営方針に基づいて実施
されており、月例績報告書及び随時の現地調査等により、業務の適切な実施を確認している。また、地域や団体、大学等と
連携し、イベントを開催し、地域活性化に貢献しており、Ａ評価となった。
２ 施設の利用状況
　利用促進事業については固定化が見られるものの、大学や様々な団体等と連携し、年間50件以上のイベントを共催、主催
するとともに、ネット、チラシ、ポスター、地域情報誌など様々な媒体においてPRを実施している。シャワーの運営は設置
目的に合致しており、利用者サービスの提供になっているが、採算割れとなっている。
３ 利用者満足度の状況
　維持管理をきめ細かく行うとともに、イベント等を開催し、利用者満足度93％でＳ評価となった。
４ 苦情･要望等への対応
　非があるものについては謝罪したり、必要な対応を取ったりするだけでなく、毎年、接遇･苦情対応研修を受講するなど苦
情･要望等への対応は適切である。多目的グラウンド及びトラックの自由使用について、検討、整理が望まれる。

５ 事故･不祥事等への対応
　事故等が発生した場合は、メール及び電話で公園管理者に速やかに報告するとともに、原因究明、再発防止策の検討及び
実施を行っており、必要に応じて組織(公益財団法人神奈川県公園協会)全体で共有する取組も行っており、対応は適切であ
ると判断される。
６ 収支状況
　収入/支出比が103％となり、Ａ評価となった。他公園との備品等共有化、LED照明による電力節減等により経費節減に取り
組んでいる。
７ 業務遂行能力
　管理運営にあたって必要な人員は配置されている。環境マネジメントシステムの実践、自主財源による照明のLED化、グ
リーン購入など環境配慮の多様な取組を進めるとともに、障害者雇用率の高い企業への優先的な業務発注を行っている。職
務の遂行に必要な研修や講習会等を受講させるなど人材育成は適切に行われ、法令違反等の事故は発生しておらず、Ａ評価
となった。

以上より、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施設の管理運営状況総括調書
（総合結果）

施 設 名 境川遊水地公園

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 藤沢土木事務所

評価理由及び今後の対応



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
□ 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。

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
□　地域や団体、大学等と連携し、イ
ベントを開催し、地域活性化に貢献し
ている。
□　専門性の高い地域の業者等への委
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
□委託した業務は適切に実施されてい
るか

Ａ

□　維持管理及び運営管理について、
「川や自然の営みにふれるスポーツと
交流の拠点」という管理運営方針に基
づいて確実に実施されている。
□　月例績報告書及び随時の現地調査
等により、業務の適切な実施を確認し
ている。

１　サービス向上に向けた取組の実施状況



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、年２回、イベント時等利用者が集まる日時に直接聞き取りによ
り、各回100件以上のアンケートを回収し、項目毎に丁寧な分析をして
おり、適切と判断される。

□　アンケートの分析結果を踏まえ、出来る項目については管理や運営
に適宜、反映しており、利用者満足度向上に向けた取組は適切と判断さ
れる。

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

91.5 92.7 95.6

93.0 ％

150 114 108

□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

□　利用促進事業についてはネット、チラシ、ポスター、地域情報誌な
ど様々な媒体においてPRを実施しており、集客に効果を上げていると思
われる。

□　シャワーの運営は設置目的に合致しており、利用者サービスの提供
になっているが、採算割れとなっている。

□　固定化が見られるものの、大学や様々な団体等と連携し、年間50件
以上のイベントを共催、主催するなど、利用促進の取組を進めている。

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

対目標値（数）
※下段は率

7,640 人 294 人 2,896

252,896 人 248,610

人 対目標値（率）

103 ％ 100 ％ 101 ％ 101.5 ％

人利用者数

人 245,000 人(指定管理者提案値)

設定方法：

247,640 人 245,294 人

目標値

240,000 人 245,000 人 250,000

２　施設の利用状況

27年度 28年度 29年度 ３か年平均



少年野球で利用していた小学生
が、グラウンドをランニング中
に、ネットを留めるフックに
引っ掛かり、右上腕部を裂傷し
た。

①　フックを補修するとともに、フックを
一斉点検した。
②　再発防止策を確認
③　指定管理者

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

□　事故等が発生した場合は、原因究明、再発防止策の検討及び実施を
行っており、必要に応じて組織(公益財団法人神奈川県公園協会)全体で
共有する取組も行っており、仕組みは構築されていると判断される。

□　メール及び電話で公園管理者に速やかに報告するとともに、非があ
る場合は謝罪や対応等を適切に行っており、対応は適切であると判断さ
れる。

□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

□　アンケート用紙を常設し、利用者の苦情･要望等の把握に努めてい
る。

□　把握した苦情･要望等については職員で話し合い、反映できるもの
については運営等に反映している。

□　必要な対応を取ったり、事情や理由を説明したりするだけでなく、
毎年、接遇･苦情対応研修を受講するなど苦情･要望等への対応は適切で
ある。

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

H27.7

H30.1
ポケットパークの自動販売機が
荒らされた。

①　同日、メール及び電話で報告し、監視
カメラ作動中の看板を設置した。
②　再発防止策を確認
③　自動販売機を荒らした者

H29.4

職員の雨水貯水タンクの排水作
業に伴い、マンホールの蓋を閉
める際に誤って右足に落として
骨折をした。

①　同日、県にメールで報告し安全靴の着
用と複数人で作業に当たることを徹底し
た。
②　再発防止策を確認
③　安全靴の未使用及びﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ。

H28 職員対応に係る苦情
　対応について謝罪し、全職員に対し改め
て利用者対応に係る指導を行った。

確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

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･H28
多目的グラウンドの利用(運営)
方法等に係る苦情

　運用について説明し、利用方法の貼紙を
掲示した。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。29年度は速報値

収支差額
1,768 7,806 収入合計／支出合計比

(0) (0) 103.2%

支出
83,979 243,954

(85,845) (251,908)

3,140

(84,526) (0) (1,319) (248,226) (0) 3,682

利用料金 その他

収入
85,747 251,760

(85,845) 251,908

収支差額
8,251 5,164

84,526 0 1,221 248,226 0内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

(0)

支出
74,910 77,625 82,350

(83,161) (83,017) (83,046)

29年度 累計

【参考】26年度(26.4.1～27.3.31) 27年度 28年度

収入
83,161

その他

83,161 0 0 81,850 0 939 82,244

その他 指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金

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

□　初心者テニス教室等を開催し、収入増加につながる利用促進に努め
ている。

□　他公園との備品等共有化、LED照明による電力節減等により経費節
減に取り組んでいる。

0 980

(83,161) (0) (0) (81,850) (0) (1,167) (81,850) (0) (1,196)

874

(0) (0)

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

82,789 83,224

(83,161) (83,017)

６　収支状況

(83,046)

内訳

指定管理料 利用料金



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、法令違反等の事故は発
生していない。
□　環境マネジメントシステムの実
践、自主財源による照明のLED化、グ
リーン購入など環境配慮の多様な取組
を進めている。
□　障害者雇用率の高い企業への優先
的な業務発注を行っている。

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

□ 管理運営にあたって必要な人員は配
置されている。地域還元という観点か
ら地域からの雇用を行っている。
□　職務の遂行に必要な研修や講習会
等を受講させるなど人材育成は適切に
行われている。

＜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

□　労働関係法令の遵守や安全衛生環
境の向上等により、労働環境の向上に
努めている。

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

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
□　個人情報保護についての方針を作
成するとともに、毎年度職員全員を対
象に研修を実施しており、個人情報の
漏洩等の事故は発生していない。


