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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 片瀬海岸地下駐車場

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） 道路管理課 藤沢土木事務所

評価理由及び今後の対応

≪評価方法≫
  道路附属物としての駐車場の管理運営を行うにあたり、提案された事業計画書の内容に沿って、指定管理者
が持っているノウハウを最大限に生かした管理運営を行っている。事業計画書の内容の取組が実施できたこと
から、総合評価をＡ評価とした。
　各項目の評価内容を見てみると、サービスの向上に向けた取組の実施状況の評価結果がＡ評価、施設の利用
状況の評価結果がＳ評価、利用者満足度の状況の評価結果がＡ評価、収支状況の評価結果がＳ評価、業務遂行
能力の評価結果がＡ評価といずれも高い評価となっている。
　これらは、ラジオによる広報、ホームページによるリアルタイムな満空情報の発信、レンタサイクル等の自
主事業の実施による利用者へのサービス提供や、各種イベントにおいて地域との連携を図ることなど、民間な
らではの取組が行われているためである。
  以上から、指定管理者制度による管理運営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

H28 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 H26.4.1 H31.3.31 評価期間 H26 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

□清掃・保守点検・警備業務は、事業
計画書のとおり実施されていることを
月例報告書及び現地調査にて確認して
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

□江の島振興連絡協議会との連携によ
る各種イベント情報の収集・ホーム
ページによる情報発信、新江ノ島水族
館のイベントに対応した開場時間の延
長、市民マラソン・花火大会への協力
を通じ地域の魅力向上に資する施設づ
くりに取り組んでいる。
□水道などの小規模修繕工事を地元企
業に発注している。

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

□指定管理業務は、道路附属物駐車場
としての役割を果たすこと、また、利
用者ニーズに応じた、案内機能強化に
よるサービス向上、地域との連携によ
る湘南江の島の魅力アップの実現を目
的とした運営方針に基づいて確実に実
施されている。

評価結果

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）
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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

26年度 27年度 28年度 ３か年平均

台 115,633 台(指定管理者提案値)

設定方法：

144,594 台 153,319 台

目標値
114,500 台 115,900 台 116,500

対目標値（数）
※下段は率

30,094 台 37,419 台 32,486

148,986 台 148,966

台 対目標値（率）

126 ％ 132 ％ 128 ％ 128.8 ％

台駐車台数

□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

□ＦＭ藤沢（レディオ湘南）など、聴取範囲の広い電波メディアの活
用による宣伝、「まっぷる横浜・鎌倉」及び「鎌倉さんぽ旅」の観光
雑誌への掲載、カーナビ会社への駐車場情報の提供、ホームページに
よるリアルタイムな満空情報の発信・周辺観光情報の提供などを通じ
て、広報活動に積極的に取り組んでいる。
□自主事業として、飲料水自販機の設置、自転車の無料貸し出しを
行っている。特に、自転車の貸出事業は、Ｈ26年度の利用者数が33台
であったが、Ｈ28年度は196台と、年を追うごとに利用者が増えてお
り、利用促進につながっている。
□これらの取組の結果、利用者数及び収入が計画を毎年上回ってお
り、利用促進に向けた取組が適切に行われている。

３　利用者満足度の状況

26年度 27年度 28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

97.6 79.5 88.3

88.0 ％

879 851 1,412

□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

□常時、受付窓口にアンケート用紙及び回収箱を設置し、利用者から
の要望・意見ができる環境を整えており、随時アンケートを行うこと
で、施設の管理運営に役立てている。
□年１回（８月または９月）の詳細アンケートの際には、入庫時にア
ンケートの趣旨を説明した上で用紙を手交し、場内の回収箱に入れて
もらうようお願いした結果、過去３年間の詳細アンケートの平均回収
率は約68％となっている。
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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 入庫路スロープの幅が狭く危
険

対向車接触防止のため安全施設（ガイドポ
スト）を設置し安全を確保している。

接触事故 ①警察の立会いの下に、当事者間で話し合
うことになった。
②特になし。
③責任の所在：利用者。現在の状況：トラ
ブルなし。

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

□日頃から来場者へのあいさつや声掛けを積極的に行っている。
□把握した苦情・要望を真摯に受け止め、必要に応じて職員全員に研
修を実施し、職員の意識改革や業務改善に努めている。
□苦情・要望への対応は、常に利用者の視点に立った対応を行ってお
り、トイレ・エレベータの増設など指定管理者に起因しない苦情に対
しても、丁寧に説明し、利用者に一定の理解が得られるよう努めてい
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27年4月

平成28年7月 駐車場利用者でない者による
トラブル

①利用者でない男女がトイレ使用のため来
場し、その後、場内でその男女が喧嘩をし
始め、泥酔していた男性が暴れだした。
②特になし
③責任の所在：本人。現在の状況：トラブ
ル無し。

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

□職員全員を対象に接遇研修や車両誘導研修、ＡＥＤ使用研修、手話
研修、個人情報保護の研修を実施した他、場内の防犯対策強化のため
の監視カメラ増設、及びカメラ監視の取組を通じて、場内の安全管理
対策の徹底を図っている。
□事故・不祥事の発生時には直ちに土木事務所及び本社に連絡し、即
応する体制を整えている。
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単位：千円

※(　)内は収支計画額。28年度は速報値

評価結果 評価区分

Ｓ
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

165,662 177,145

(138,472) (130,091)

６　収支状況

(130,710)

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

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

□新江ノ島水族館のイベント時の営業時間にあわせて、当駐車場の開
場時間の延長を実施し、利用者サービスの向上を図った他、ホーム
ページやＦＭ藤沢、カーナビ会社への駐車場情報の提供を行い、広報
の充実に取り組んでいる。その結果として、この３年間、収入は、毎
年、計画を大幅に上回っている。
□指定管理者が管理者である近隣施設の委託業務と合わせて、一括発
注することにより、経費節減を図っている。
□換気設備や照明灯のこまめな調節により節電を行い、経費節減に努
めている。

【参考】25年度(25.4.1～26.3.31) 26年度 27年度

収入
131,470

その他

58,454 165,662 177,145

(55,613) (130,091) (130,710)

38,531

(82,859) (0) (0)

支出
58,454 141,932 138,614

(55,613) (130,091) (130,710)

28年度 累計

収入
168,504 511,311

(131,363) (392,164)

収支差額
73,016 23,730

168,504 0 511,311内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収支差額
30,608 92,869 収入合計／支出合計比

(0) (0) 122.2%

支出
137,896 418,442

(131,363) (392,164)

0

(131,363) (0) (392,164) 0

利用料金 その他
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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

□職員採用時及び毎年度、コンプライ
アンス研修を行っており、法令違反に
かかる事故は発生していない。
□廃棄物の分別を徹底したり、利用者
に対してごみの持ち帰りを促すなど、
環境保全に向けた取組を行っている。

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

□毎年度個人情報保護についての研修
等を実施している。
□日頃から、個人情報の取扱に係る適
切な情報管理を徹底しており、個人情
報の漏洩等の事故は発生していない。

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

□平日は３名、土日祝日は７名の職員
を配置して対応している他、イベント
時やゴールデンウイーク等は職員を多
く配置しており、効率的かつ適切な人
員配置がなされている。

＜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

□日頃から、職員の労働時間短縮に向
けた取組、働きやすい労働環境の確
保・向上に努めている。
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