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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 湘南海岸公園

指 定 管 理 者 名 株式会社　湘南なぎさパーク

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、「快適で安全な公園づくりで地域活性化に貢献する」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、友の会と連携したイ
ベント等の実施やフラワーサポーターと連携した花壇管理等を実施しており、Ａ評価となった。
２ 施設の利用状況
　公園まつりやハワイアンファスティバル等のイベントについては、HP、チラシ、ポスター、地域情報誌等を活用し、PRに
努めるとともに、タコスマイル（カフェ）、シャワー･ロッカーについては設置目的に合致した事業内容となっており、海岸
利用者等のサービス提供につながっており、Ｓ評価となった。しかしながら、厳しい立地条件や利用者マナーの悪さ等に起
因する作業量が大きな負担となっており、利用促進を今以上に進めることは困難である。
３ 利用者満足度の状況
　厳しい立地条件や利用者マナーの悪さ、施設の老朽化等により利用者の快適性等が一定程度低下するのはやむを得ない中
で、指定管理者職員は維持管理水準を保つために日々、努力しており、利用者満足度84％でＡ評価となった。
４ 苦情･要望等への対応
　スケボー、護岸道路等へのバイク等の侵入、犬に係る苦情については普遍的なものであり、公園管理者とも連携しながら
ハード、ソフト両面での対応を継続しているが、利用者等のマナーに負うところが大きく、解消は困難であるが、非がある
ものについては謝罪したうえで費用弁償を行ったり、理由があるものについては事情を説明し理解を求めるなど苦情･要望等
への対応は適切である。

５ 事故･不祥事等への対応
　草刈り中の飛石による車両の破損事故が複数回、発生した。事故等について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、非がある場合は謝罪、費用弁償を適切に行っており、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98％となり、Ｂ評価となった。経費節減に取り組むとともに、緑陰駐車場の運営方法の見直し等により利用
者サービスの向上とともに収入増加に取組んでいるが、それ以上に天候の影響が大きく、改善に向けた見通しは不透明であ
る。
７ 業務遂行能力
　管理運営に必要最低限の人員は配置されており、職務の遂行に必要な研修を受講させるなど人材育成は行われている。個
人情報保護の研修を実施しており、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

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

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
□　友の会と連携したイベント等の実
施やフラワーサポーターと連携した花
壇管理等を実施している。また、専門
性の高い地域の業者等への委託を行っ
ている。

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

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、
「快適で安全な公園づくりで地域活性
化に貢献する」とした管理運営方針に
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。

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）



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 1,880,000 人(利用者数)

設定方法：

2,159,596 人 2,152,372 人

目標値

1,850,000 人 1,890,000 人 1,900,000

対目標値（数）
※下段は率

309,596 人 262,372 人 43,887

1,943,887 人 2,085,285

人 対目標値（率）

117 ％ 114 ％ 102 ％ 110.9 ％

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

□　公園まつりやハワイアンフェスティバル等のイベントについては、
HP、チラシ、ポスター、地域情報誌等を活用し、PRに努めている。
□　タコスマイル（カフェ）、シャワー･ロッカーについては設置目的
に合致した事業内容となっており、海岸利用者等のサービス提供につな
がっている。
□　本公園の厳しい立地条件、夏季の海岸利用及び利用者マナーの悪さ
等に起因した堆砂除去、修繕、落書き消し、利用者指導、進入車両に対
する注意、散乱ゴミの回収等が著しく多く、現状の人員体制としては利
用促進に向けた取組は現状が限界である。

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

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

評価結果 評価区分

Ａ
「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

85.4 82.5 84.0

84.1 ％

135 99 89

□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

□　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50件程度のアンケートを回収しており、適切と判断される。

□　厳しい立地条件や利用者マナーの悪さ、施設の老朽化等により利用
者の快適性等が一定程度低下するのはやむを得ない中で、指定管理者職
員は維持管理水準を保つために日々、努力している。



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

毎年 スケボーに係る苦情

　反対、賛成両方の苦情や意見が寄せられてい
る。ハード(車止め等)、ソフト(園内放送･利用
指導等)両面での試行錯誤を重ねているが、利用
者のマナーの悪さもあり、解消の目途は立って
いない。

確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

毎年
護岸道路等へのバイク等の乗入
れ

　海岸と国道に挟まれる細長い形状の公園であ
り、公園を通らないと海浜に出られない立地条
件や夏季の海岸利用の特殊性等から利用指導等
を継続しているが、解消の目途は立っていな
い。

毎年 犬に係る苦情

　犬の放し飼いや糞に対する苦情が寄せられて
おり、園内放送や利用指導等を継続している。
市民団体と連携してマナー教室等も開催してい
るが、マナーの悪い利用者の解消には至ってい
ない。

確認の視点 事故・不祥事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

□　アンケート用紙を常設で設置し、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。

□　非があるものについては謝罪したうえで費用弁償を行ったり、理由
があるものについては事情を説明し理解を求めるなど苦情･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

H28･H29
草刈り中の飛石による車両の破
損事故

①　講習会や研修の受講、作業開始前の安
全確認、飛散防止ネットの使用、草刈り機
の改善等
②　指定管理者から報告を受け、再発防止
策等について適宜、指示
③　指定管理者、修理費用は保険で弁償し
ており、解決済み

□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、仕組みは構築されていると判断されるが、異動や実施場所
の隙を付いた形で事故が起きていると思われ、再発防止策を徹底するこ
とが必要である。

□　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、費用弁償を適切に行っており、対応は適切であると判断
される。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。29年度は速報値

収入
89,233 95,847 93,990

(96,129) (98,560) (98,560)

６　収支状況

【参考】26年度(26.4.1～27.3.31) 27年度 28年度

△ 207

(0) (0) (0)

(61,140) (0) (37,420)

利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他

57,841 0 31,392 61,140 0

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

34,707 61,140 0

94,197

(96,129) (98,560) (98,560)

内訳

(57,841) (0) (38,288) (61,140) (0) (37,420)

32,850

収入
92,410 282,247

(98,560) 295,680

収支差額
△ 7,213 15

支出
96,446 95,832

183,420 0 98,827

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

29年度 累計

(0) (0) 98.5%

(0) 112,260

支出
96,521 286,550

(98,560) (295,680)

内訳

(61,140) (0) (37,420) (183,420)

利用料金 その他

61,140 0 31,270

評価結果 評価区分

Ｂ
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
△ 4,111 △ 4,303 収入合計／支出合計比

□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

□　緑陰駐車場の運営方法の見直しの検討等により利用者サービスの向
上とともに収入増加に取組んでいるが、それ以上に天候の影響が大き
く、改善に向けた見通しは不透明である。立地条件特性に起因する維持
管理業務が負担となっており、限られた人員の中で利用促進に取り組ん
でいる。
□　発注方法の見直し等により経費節減に取り組んでいる。



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

□ 管理運営に必要最低限の人員は配置
されている。

□　職務の遂行に必要な研修を受講さ
せるなど人材育成は行われている。

＜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。

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）

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
□　個人情報保護の研修を実施してお
り、法令違反等の事故は発生していな
い。
□　省エネやリサイクルの推進に配慮
している。

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
□　個人情報保護についての規程等を
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。


