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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

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

□清掃・保守点検・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

□地域団体の委員として防災訓練や体
験事業を実施している。また、地域ボ
ランティアによる植栽事業を実施して
いる。
□警備業務等について、市内の業者に
委託している。

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、「開かれた港湾」
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。
□業務委託実績報告書及び随時の現地
調査により、委託した業務の適切な実
施を確認している。

　公共マリーナとしての湘南港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Ｂ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Ａ評価、また、業務遂行能力の評価結果がＡ
評価となっており、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できる。
　今後も、海難事故を未然に防止するための安全管理等、外洋に面する港の管理者として的確に業務を遂行するとともに、
「開かれた港湾」として幅広い県民の方々に利用され、満足してもらえるように、次期指定期間も民間ノウハウの活用を
図っていく必要があることから、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

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 湘南港

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） 砂防海岸課 藤沢土木事務所

評価理由及び今後の対応
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イ

※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

□港湾管理事務所にアンケート及び回収箱を設置し、利用者の意見等を
随時受付可能な体制を整えている。さらに、年１回以上、詳細なアン
ケートを配架し、意見集約に取り組んだ。
□回答結果は、継続して７割以上から満足しているとの回答を得ている
が、毎年１回以上、利用者懇談会を実施し意見収集を図る等、利用者満
足度向上に向けた取組が継続的に行われている。

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

78.3 89.5 93.0

84.7 ％

119 94 53

□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

□ヨット専門誌への広告掲載やパンフレットの配布、ホームページ等に
よる周知を図った結果、対目標値が98.3％となっており、毎年ほぼ目標
を達成しており、利用促進に向けた取組が適切に行われていると認めら
れる。
□自主事業として、ヨット活動の普及のため、簡単に操作できる小型
ヨットの体験乗船、県内の小学生を対象とした航海体験を開催した。ま
た、係留・陸置施設利用者への支援のため、船底を洗浄する高圧洗浄機
の貸出や、フォークリフトによる艇の搬出入等を実施している。
□これらの取組の結果、平成28年度は目標を上回る出艇数となり、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

26年度 27年度 28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

対目標値（数）
※下段は率

△ 979 艇 △ 129 艇 △ 208

25,292 艇 25,061

艇 対目標値（率）

96 ％ 100 ％ 99 ％ 98.3 ％

艇ヨット出艇数

艇 25,500 艇(その他)

設定方法：

24,521 艇 25,371 艇

目標値

25,500 艇 25,500 艇 25,500

２　施設の利用状況

26年度 27年度 28年度 ３か年平均
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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

□申請書等の取扱いにあたっては、常に複数者による確認を徹底してい
る。また、現金や収入証紙の確認も徹底している。

□基本協定に所定の様式により、速やかな報告を徹底している。

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

□日ごろから港内の巡回やあいさつ、声かけを通して、積極的に利用者
の意見を把握している。
□把握した苦情・要望等を真摯に受け止め、業務改善に努めている。
□料金の区分が細かいとの苦情に対しても、丁寧な説明に努める等、利
用者の視点に立った対応がなされている。

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５月 ①時間を置かずに誤りに気付き、適切に報
告された。
②報告に基づき会計処理を修正したため、
改善勧告は実施していない。
③指定管理者。料金システム更新の際に、
手売りレジシステムを改良し、集計表出力
において錯誤が生じないよう対策を行っ
た。

緑化協力金を駐車場料金として
誤って処理をした(20円)

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28年７月 人事配置の変更に対し、利用者
等から従前に戻すよう要望が
あった。

随時モニタリングを実施し、改善を求めた
結果、平成29年３月に改善された。
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単位：千円

※(　)内は収支計画額。28年度は速報値

収支差額
4,307 4,826 収入合計／支出合計比

(0) (0) 101.3%

支出
118,444 367,815

(123,170) (373,833)

28,107

(113,865) (9,305) (344,534) (0) 29,299

利用料金 その他

113,865 8,886 344,534 0内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

28年度 累計

収入
122,751 372,641

(123,170) 373,833

収支差額
1,047 △ 2,829 3,348

(2,624) (0) (0)

支出
110,678 130,774 118,597

(109,101) (128,447) (122,216)

(111,725) (117,758) (10,689) (112,911) (9,305)

その他

111,725 117,758 10,187 112,911 9,034

【参考】25年度(25.4.1～26.3.31) 26年度 27年度

収入
111,725

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

□その他収入は、収入証紙販売手数料（陸置料・係留料）であり、窓口
において適正に対応しており、収入確保に組んでいる。

□業務改善や入札の実施により、経費節減に努めている。

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

127,945 121,945

(111,725) (128,447)

６　収支状況

(122,216)

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
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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

□法令違反等の事故は発生していな
い。
□ボランティアによる植栽事業を行っ
ている。施設利用者にゴミの持ち帰り
を呼びかける等、ゴミ削減に取り組ん
でいる。
□地域社会への貢献として、島内の神
社の例祭の際に、観覧艇の運行を行っ
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

□基本協定書に定められた内容に従い
取り扱っている。
□適切な情報管理の徹底をしており、
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

□駐車場利用の多い夏季には１名担当
者を増員する等、効率的で適切な人員
配置がなされている。
□英会話研修や手話研修を実施する
等、適切な管理運営ができるよう努め
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

□長時間労働の防止やハラスメント対
策を講じ、労働環境の確保・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
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