
 自然環境保全課（自然環境保全センター）

～

指定管理者制度による管理運営状況の総合評価

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

□施設の維持管理については、事業計
画書どおり、両施設の特性を踏まえた
維持管理、一体運営による効果的な維
持管理が実施されていることを月例報
告及び現地でのモニタリングにより確
認している。
□管理域に隣接する園地や駐車場の落
ち葉の除去、積雪後の除雪等、利用者
の利便性向上のための取組を実施して
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

□総合的な運営方針は、設置目的を踏
まえて「丹沢の自然と人をつなぐ架け
橋　ビジターセンター」としており、
これに従って適切に業務が実施されて
いる。
□指定管理業務委託報告書により、必
要な業務委託が実施されていることを
確認している。

≪評価方法≫

　サービス向上に向けた取組の実施状況及び利用者満足度の状況はＳ評価、施設の利用状
況、収支状況及び業務遂行能力はＡ評価となり、総合評価はＡ評価となった。
　事業計画に沿って適切に事業が実施されている。特に、サービス向上に向けた取組とし
て、両施設の特性を踏まえた細やかな対応とともに、一体化による効率化も行われており、
丁寧な対応や適切な情報提供により、利用者満足度調査においても「満足・どちらかといえ
ば満足」が100%とＳ評価となった。利用者数も目標値を達成、予算の範囲内で適正な管理運
営が行われており、良好な運営状況であった。
　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

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

評価理由及び今後の対応

指 定 期 間 H29.4.1 H32.3.31 評価期間 H29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
ビジターセンター（秦野ビジターセンター及び西丹沢ビジターセン
ター）

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）



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）

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

□地域のボランティアとは日常的に情
報を交換し、事故防止や事故の際の対
応に備え地元の警察とも連携を図って
いる。また、ボランティア団体のイベ
ントなどにも協力している。
　更に、地域行事（山開き、草刈、ご
み拾い）への参加や、自主事業として
実施している自然観察会等への講師派
遣について、地元市町村の小中学校に
は無料で行うなど、地域との連携を積
極的に行っている。
□指定管理業務委託報告書により、地
域の企業に業務委託を行っていること
を確認している。



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

□５月及び11月の各１か月間、来館者にアンケート用紙を配布して実施
した。５月の実施の際、西丹沢ビジターセンターについて、なじみの来
館者の回答が多かったため、11月の実施の際には、初めての利用者に積
極的に働きかけるように指導し、初めての利用者を中心にアンケートを
配布した。
□平成29年度の回収結果では、やや不満、不満との回答は１件もなく、
アンケート結果を踏まえ、引き続き満足度を落とさないよう、取組を継
続的に実施していくこととしている。

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（２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

100.0

％

208

□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

□県の広報媒体、指定管理者が発行している広報媒体などを活用するほ
か、新たにSNSの活用を図ったり、路線バスに施設の案内のパンフレッ
トを置いてもらうなどした結果、昨年度より14％利用者が増えた。
□自主事業として、丹沢に関する書籍等の販売により、より充実した自
然体験の支援を行い、登山用品の販売により、安全登山をサポートし
た。また、自然観察会等への講師派遣により、丹沢の自然への理解を深
めることができた。いずれの事業も県民の自然環境への理解に資すると
いう施設の目的に合致したものであり、自然観察会の参加者にビジター
センターの利用を促すなどを行った結果、利用促進にもつながってい
る。
□これらの取組の結果、平成29年度の利用者数は目標を上回る結果とな
り、利用促進に向けた適切な取組が行われている。

３　利用者満足度の状況

27年度 28年度 29年度 ２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
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

人 人 3,965

225,165 人

人 対目標値（率）

％ ％ 102 ％ ％

人利用者数

人 人(利用者数)

設定方法：

人 人

目標値

人 人 221,200

２　施設の利用状況

27年度 28年度 29年度 １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

□館内での急病人やけが人が発生した場合のフローを定めており、その
他緊急時に備えた訓練なども行っている。また、指定管理者である神奈
川県公園協会では、理事、監事及び評議員による協会の職務の執行状況
の監督、さらには、コンプライアンス委員会や内部通報制度による厳重
なチェック体制を設けるなど、役職員一人ひとりのコンプライアンス意
識を高めるための体制・仕組みを整備しており、事故・不祥事防止に向
けた仕組みが構築されている。

①
②
③
④
⑤
⑥

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

□来館者に展示物の解説をしたり、登山に当たっての情報提供やアドバ
イスをする中で、意見や要望を積極的に把握している。
□把握した内容は両ビジターセンターで共有した上で、対応を検討し
て、必要がある場合は施設所管課とも相談の上、対応している。
□要望については、対応できるもの、対応すべきものについてはすぐに
対応している。

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

発生年月日

該当なし

①発生時の詳細な状況
②県職員による確認の状況（内容及び実施日を記入）
③その後の経過（現在に至るまでの負傷者の状況、再発防止策等）
④施設に対する問題点の指摘やクレームの有無（有の場合は概要を記入）
⑤原因及び費用負担の有無（費用負担が有の場合は内容および負担者を記
入）
⑥記者発表の有無（有の場合はその年月日を記入）

７月
西丹沢ビジターの廊下が石張
りでバリアフリーでない

管理している県と相談し、改修済み

７月
秦野ビジター、西丹沢ビジ
ターのFacebookのページを分
けてほしい

対応済み

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

５月、９月 鳥の鳴き声を知りたい 鳥の鳴き声が出るペンにて対応

10月
シジュウカラ、メジロの展示
が欲しい

展示スペースに限りがあるため、写真にて
対応



単位：千円

※(　)内は収支計画額。29年度は速報値

収支差額
32 収入合計／支出合計比

(0) 100.1%

支出
41,829

(41,861)

(41,861) (0) (0)

利用料金 その他

41,861 0 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
41,861

(41,861)

収支差額
0 0 0

(0) (0) (0)

支出

その他

【参考】26年度(26.4.1～27.3.31) 27年度 28年度

収入
0

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

□一体運営による効率的な維持管理として、備品・消耗品の共有化のほ
か、情報の共有、イベント開催時の職員の相互派遣、ホームページの統
合等により、効率的な維持管理を行った。また、本部との連携、節電等
に努め、適切に経費節減を行っている。

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

0 0

(0) (0)

６　収支状況

(0)

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

□コンプライアンス要綱、コンプライ
アンスガイドラインに基づいた研修を
行い、法令違反行為はなかった。
□節電、グリーン購入等により環境へ
の配慮も適切に行っている。
□障がい者の直接雇用に加え、障がい
者就労施設への積極的な業務発注に努
めるなど適切に行われている。

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

□「（公財）神奈川県公園協会個人情
報保護規定」を定め、管理責任者を置
いて、管理を行うなど、適切な管理体
制となっている。
□個人情報が記載されている書面、
データ類は、鍵のかかるロッカーや金
庫に保管し、情報セキュリティについ
ても強化を図るなど、個人情報の取り
扱いは適切に行われている。

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

Ｓ

□各ビジターセンターに常勤の館長1名
と非常勤及びパート職員を配置し、イ
ベント開催時には相互に応援職員を派
遣するなど、効率的で適切な人員配置
がなされている。
□丹沢の登山や自然環境についての知
識があり、地元で活動する団体との交
流がある職員を採用、配置しており、
また、丹沢環境学習のネットワーク研
修会に参加するなど、人材育成につい
ても適切に行っている。
　利用者アンケートでは、スタッフの
解説・案内について、｢大変良い｣が
73.2％、｢良い｣と合わせて100％であ
り、職員の知識、対応は評価できる。

＜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

□コンプライアンスガイドラインに役
職員の義務として、安全で安心できる
職場環境の維持、各種ハラスメントの
禁止等を定め、毎年研修を実施し、周
知している。

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


