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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 伊勢原射撃場

指 定 管 理 者 名 一般社団法人神奈川県射撃協会

施設所管課（事務所） スポーツ課

評価理由及び今後の対応

　射撃場という特殊な施設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。当該施設は平成25年度に、平成14年度からの休場以来11年ぶりに再開場
した施設であるが、概ね事業計画及び仕様書の内容どおり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。
　長年休場していたことによる設備の老朽化と職員の不注意等により事故が発生したことは遺憾であるが、過去３年間の管
理運営を通じて、安全管理に万全を期し、利用者の事故が皆無であったことは評価に値する。
　今後も、ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）競技別強化拠点施設（クレー射撃）に指定された施設としての強み
を最大限活かした事業展開を図ることにより、引き続き利用者の安全管理の徹底と将来の射撃競技人口の裾野の拡大に資す
るような施設の管理運営を通じて、次期指定期間に民間ノウハウを活用しながら一層の活用を図っていく必要がある。
　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

H27 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 H25.1.1 H30.3.31 評価期間 H25 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、環境保全対策業務など
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。また、受付業務
では最低１名以上の職員が常時窓口に待機
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

Ｓ

□パート従業員は市内在住者を採用し、地
元のシルバー人材センターにも職員の派遣
を依頼している。また、保守点検業者は、
地元の業者を優先的に選定して業務を委託
している。
□地元市と協働して射撃体験教室を開催
し、射撃競技の普及啓発活動に力を入れて
取り組んだり、近隣の学校と連携して、高
校生や中学生の職場体験を受け入れるな
ど、地域に密着した取組を行っている。

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

□指定管理業務は、射撃競技を通じたス
ポーツの振興及び普及啓発、競技力の向
上、狩猟者の研修等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。
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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

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）

２　施設の利用状況

25年度 26年度 27年度 ３か年平均

19,906 人 19,354 人利用者数

人 20,000 人リスト

設定方法：

17,748 人 20,408 人

目標値

20,000 人 20,000 人 20,000

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

確認の視点 施設の利用状況についての評価

人 対目標値（率）

89 ％ 102 ％ 100 ％ 96.8 ％

対目標値（数）
※下段は率

△ 2,252 人 408 人 △ 94

□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

□当該施設は専ら銃砲所持者が利用する特殊な施設であるため、一般の
利用者に馴染みが薄い施設であるが、ビームライフルに関しては、県民
スポーツ週間や伊勢原市との協働事業である体験教室等を実施し、近隣
の子供達が大勢来場するなど、毎回賑わいを見せている。
□自主事業としてライフル射場小口径（スモールボア）月例会を平成27
年度から開催し、参加者合計88名を集客した。
□再開場後、広報や呼びかけに力を入れて取り組んだ結果、銃砲所持者
に施設の認知度を高められ、公式戦等の大会数も増加した。
□休場期間が長かったため、再開場当初は、施設の周知をはじめ、射撃
ができる施設環境を整えることが困難であった中で、再開場２年目から
は団体予約を受付ける体制を整えるなど、公式大会等を誘致できるまで
に至ったことは、評価できる。
□平成27年度は、クレー射場が平成27年２月にＮＴＣ競技別強化拠点施
設（クレー射撃）に指定され、施設の運営が軌道に乗り始めた矢先で
あったが、第70回国民体育大会2015紀の国わかやま国体クレー射撃競技
大会の開催を見据えた各種改良工事を実施するために、数ヶ月間の休場
期間を要したことから、当初計画どおりの利用者数には達しなかった。
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％ ％ ％

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

３　利用者満足度の状況

25年度 26年度 27年度 ３か年平均

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

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

76.6 75.7 83.4

78.9 ％

203 237 291

□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、利用者の意見
等を汲取る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２回（９月、翌年３月）の詳細アンケートの際には、利用申込みの
受付時にアンケート用紙を一言添えで手交し、射場内の回収箱に入れて
もらえるようお願いするなど工夫した結果、過去３年間の詳細アンケー
トの平均回収率は約77％となっている。
□回答結果については、再開場当初は利用者からの苦情が多かったが、
利用者目線の接客対応や各種設備改修を施した結果、利用者の満足度は
年を重ねる毎に着実に向上している。

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

25年度～ 　スキート射場より跳弾があ
る。

　平成27年度に県の改良工事にて対応

27年７月 　大口径射場の標的交換時の
危険性を改めて指摘された。

　平成27年度に指定管理者において、標的
交換時に音声ガイダンスを流すシステムを
構築して対応

25年度下半期 　トイレの洋式化とウォシュ
レットの設置をしてほしい。

　平成25年度に指定管理者において、ま
た、平成26年度に県の改良工事にて対応

26年度下半期 　大口径射場の赤色回転灯が
１階にしか設置されていない
ため、標的交換時に危険との
指摘

　平成26年度に指定管理者において、赤色
回転灯を２階にも増設することで対応

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。
□射場の配置や設備の不備、老朽化等、指定管理者に起因しない苦情に
対しても丁寧に説明し、一定の理解が得られるよう努めるとともに、常
に利用者の視点に立った対応がなされている。
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平成27年４月

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26年５月

　クレー放出機メンテナンス
担当者が、放出機の板バネ等
の修理に従事し、手動でク
レー標的を放出した際に出割
れが生じ、クレー標的の破片
が目に当たって負傷したもの

①指定管理者において、あらためて全従業
員に対し注意を喚起するとともに、防護ヘ
ルメット及び防護眼鏡の装着の徹底及び作
業着手前の事前報告を徹底するよう指示
②県として、事故の原因究明を徹底し、再
発防止策を講ずるよう指示
③その後大きな事故は起きていない。

　職員がクレー放出機出口の
蓋の開放作業中に同蓋が顔面
に当たり左前歯を折ったもの

①指定管理者において、職員に注意喚起を
実施
②事故の詳細を聴取し、再発防止のための
措置状況を確認
③休場時から使用していた旧型のクレー放
出機につき、機器の不具合等が多く、職員
負担が重かったことが事故を招いた一因で
あるが、平成27年度に当該機器を更新し、
再発防止策の徹底と職員の意識向上を醸成
することで、事故の未然防止に努めてい
る。

　職員がクレー放出機への標
的の補充作業中に同機器のバ
ネが右手首にあたり骨折した
もの

同上

平成26年10月

　職員がクレー放出機の点検
作業中に同機器のバネが左側
頭部にあたり打撲及び挫創を
負ったもの

同上

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

□毎日の朝礼時に、全従業員に対して事故防止の注意喚起を行うとも
に、作業時には防護眼鏡、防護ヘルメットを必ず着用するよう指導を徹
底している。
□事故・不祥事の発生時には直ちに事務所へ連絡し、即応する体制を整
えている。
□銃砲を扱う特殊な施設であることを踏まえ、射撃指導員資格を有する
職員が場内を定期的に巡回するほか、見学目的での来場者についても必
ず受付で確認し、「見学者」プレートを身に着けさせるなどの取組を
行っている。
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単位：千円

※(　)内は収支計画額。27年度は速報値

収入
0 63,262 80,108

(0) (102,354) (79,395)

６　収支状況

【参考】24年度(25.1.1～25.3.31) 25年度 26年度

120

(0) (39,304) (0)

(0) (54,992) (24,403)

利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他

0 0 0 34,460

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

28,802 0 55,087

79,988

(63,050) (79,395)

内訳

(0) (65,350) (37,004)

25,021

収入
96,526 239,896

(96,784) 278,533

収支差額
0 △ 5,384

支出
68,646

1,719 141,072 97,105

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

27年度 累計

(0) (39,304) 101.0%

(179,429) 97,385

支出
88,966 237,600

(96,784) (239,229)

内訳

(1,719) (59,087) (35,978) (1,719)

利用料金 その他

1,719 51,525 43,282

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

確認の視点 収支状況についての評価

収支差額
7,560 2,296 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

□休場期間が長かったため、再開場当初の収支差額はマイナス計上を余
儀なくされたが、利用者の増加に伴う利用料金収入増と徹底した経費節
減による支出の抑制が功を奏し、着実な収益を上げるに至っている。
□日頃から、職員全員でこまめな節電や適正な空調温度の設定等に気を
配ったり、植栽管理等の環境整備等を行うことで、経費節減に努めてい
る。
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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、法令違反等の
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り組みを行ってい
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８名、土日祝日は11名の職員
を配置することにより、利用者が多い
休日に職員を多く配置するなど、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、パート職員の労働
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。
□例えば、時短に向けた取組として、
終業時の後片付けの効率化（持ち場以
外での職員相互の取組）に取組んだ
り、労働環境の改善策として、表彰制
度の導入によるモチベーションの向上
策や研修の充実を図った。

７　業務遂行能力

確認項目 確認の視点
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