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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

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

指 定 管 理 者 名

施設所管課（事務所）

評価基準

藤野芸術の家

一般社団法人かながわ青少年協会

青少年課

H23.4.1 H28.3.31指 定 期 間 評価期間 年度 年度H23 H25

項目別評価

Ａ：極めて良好な管理運営状況である。（１～７にＣ、ＤがなくＡが半数以上※）
Ｂ：良好な管理運営状況である。（１～７にＣ、ＤがなくＢが半数以上※）
Ｃ：一部改善が必要な管理運営状況である。（１～７にＣが１つ以上）
Ｄ：抜本的な改善が必要な管理運営状況である。（１～７にＤが１つ以上）
　※　Ａ・Ｂ同数の場合は、Ｂとする。

評価理由及び今後の対応

　これまでの管理運営状況について、基本協定や仕様書に定められた水準どおりの取組みが実施されており、
積極的な広報・ＰＲ活動に努め、体験事業においても利用者が満足する企画を実施している。また、約７割の
方が施設利用について満足と回答しており、意見等に対する改善対応も行っている。収支状況は、徹底した経
費節減対策を実施する一方、集客増のための広報・ＰＲ活動、新企画の実施等に取組み、概ね計画どおりの収
支状況となっている。これらの理由から概ね計画どおり執行されていると判断し、「Ｂ評価」となった。
　指定管理者制度の導入における有効性については、基本協定・仕様書等に定める水準通りの管理運営を行
い、概ね計画どおりに執行しており、一定の利用者サービスが提供できているものと判断できることから、指
定管理者制度による管理運営は有効と考えられる。

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

確認の視点確認項目

Ｂ

内容・評価理由

無有指定管理者制度による管理の有効性

1

Ａ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＣ、ＤがなくＡが半数以上※）
Ｂ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価でＣ、ＤがなくＢが半数以上※）
Ｃ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＣが１つ以上）
Ｄ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＤが１つ以上）
　※Ａ・Ｂが同数の場合は、Ｂとする。

Ｂ

項目別評価確認の視点

□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

施設の維持管理

□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
査で確認している。

指定管理業務実施
にあたっての考え
方、運営の方針等

確認項目 内容・評価理由

□体験活動事業、学習事業等の指定管
理業務は、青少年をはじめ広く人々が
自然や人とのふれあいと芸術体験を通
じて、豊かな感性と創造性を育むこと
のできる体験活動事業を企画・実施す
ることを目的に、確実に実施されてい
る。
□月例報告書・年度実績報告書及び随
時の現地調査で、委託した業務の適切
な実施を確認している。

Ｂ

□地域団体等との相互ＰＲ活動、相模
原市キャラクターを活用した地域振興
活動、地元歌舞伎保存会との公演連携
等の地域連携事業を実施している。ま
た、年１回、有識者や地元芸術家等で
構成する運営懇話会を開催し、管理運
営について意見交換を行っている。

Ｂ

地域と連携した魅
力ある施設づくり

□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

□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

評価結果 評価区分

Ｂ
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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

対基準値増減数
※下段は増減率

目標値

(利用者数)

利用者数

％

1,406人 △ 2,448

評価結果

23年度 24年度 25年度

人100,000 100,000

人△ 1,855

98

人100,000

97,552 99,034人 人人

人

Ｂ

100,000

98,145

□広報・ＰＲ活動は、毎月の県のたよりへの掲載、県政情報センター
展示コーナー利用、地元新聞への掲載、ホームページによる広報活動
や、地域イベント参加によるＰＲ活動を積極的に実施し、利用促進に
努めている。
□自主事業は、青少年をはじめ広く人々が自然や人とのふれあいと芸
術体験を通じて、豊かな感性と創造性を育むことのできる体験活動と
して施設目的に合致した事業を実施し、平成23～25年度の収支差額は
約7,000千円であり、利用促進につながった。
□３か年平均の対目標値増減率は99％であり、目標値を若干下回って
しまったが、現在も利用促進の取組みを積極的に進めている。

確認の視点

□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

人

102％ 98％ 99.0

人

入所施設等定員がある場合
Ａ：100％
Ｂ： 90％以上
Ｃ： 80％以上
Ｄ： 80％未満

利用者数と目標値を比較して（３か年平均）
Ａ：105％以上
Ｂ： 95％以上～105％未満
Ｃ： 85％以上～ 95％未満
Ｄ： 85％未満

対目標値増減率

２　施設の利用状況

101,406

設定方法：

３か年平均

人

施設の利用状況についての評価

％

評価区分
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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

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

23年度 24年度 25年度

評価結果

Ｂ

評価区分

３か年平均

％69.8

146 149

確認の視点 利用者満足度の状況についての評価

□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

□窓口受付時のアンケート配布、受付窓口や工房にアンケート用紙を
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
夏季には利用者や利用団体へアンケートを依頼しており、職員対応や
施設の雰囲気、設備環境などに対する調査結果として、利用者の約７
割の方は、満足という結果となった。
□アンケート結果では、「部屋にトイレがほしい」「風呂のお湯がぬ
るい・脱衣所が寒い」「レストランの味が薄い・量が少ない」「団体
客のマナーが悪い」などの意見があったため、風呂のお湯温度管理は
小まめに対応、脱衣所にはエアコン設置、レストラン関係は毎月１回
打ち合わせ（情報提供）実施、団体客には予め利用案内にて注意喚起
を行うなど改善に取組み、現在も利用者満足度向上に向けた取り組み
が継続的に行われている。

67.1 71.2 71.3

153

３　利用者満足度の状況

「満足」（５段階評価の場合、上位２段階）と答えた場合が（３か年平均）
Ａ： 80％以上
Ｂ： 60％以上～ 80％未満
Ｃ： 40％以上～ 60％未満
Ｄ： 40％未満　又はＡ～Ｃにかかわらず「不満足」と答えた割合が50％以上
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通年

４　苦情・要望等への対応

意見の内容

宿直には、職員を配置してほし
い。

部屋にトイレを設置してほし
い。

風呂場の脱衣所が寒い。

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

□窓口受付時のアンケート配布、受付窓口や工房にアンケート用紙を
設置し、利用者の意見等を随時受付しており、意見は真摯に受け止
め、対応可能なものは改善に努めている。
□窓口や電話対応においては、職員一人ひとりが丁寧な説明や、利用
者が再度訪れてくれるような雰囲気づくりを心がけている。

年月 事故・不祥事等の概要 対応状況

原則、不還付について説明し、了解を得
た。

エアコンを設置し、夏季は涼しく、冬季
は暖かい状態となるよう改善した。

Ａ：要望等を積極的に把握して改善を行う等、サービス向上を図った。
Ｂ：指定管理者に起因しない苦情・要望等があったが、適切に対応した（苦情・要望等が
ない場合も含む）。
Ｃ：指定管理者に起因する苦情・要望等があったが、適切に対応した。または、指定管理
者に起因しない苦情・要望等があり、適切に対応していない。
Ｄ：指定管理者に起因する苦情・要望等があり、適切に対応していない。

宿泊をキャンセルしたいので、
料金を還付してほしい。

年月

Ｂ

評価結果

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

平成24年

平成24年

５　事故・不祥事等への対応

評価区分

対応状況

夜間警備体制について説明し、警備員を
配置していることについて了解を得た。

施設管理に関する意見として、現状を把
握した。

平成25年10月
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事故・不祥事等の
概要と対応状況

評価結果

年月 事故・不祥事等の概要 対応状況

□事故・不祥事等防止については、年１回、職員全員による研修を実
施し、職員全員で情報共有を図っている。
□３か年において、事故・不祥事等は発生しておらず、適切な施設維
持管理が行われている。

評価区分

Ｂ

Ａ：事故・不祥事等を防止するために積極的に取り組み、事故等が発生しなかった。
Ｂ：軽微な事故・不祥事等が発生したが、適切に対応した（事故等が発生していない場合
も含む）。
Ｃ：事故・不祥事等が発生したが、適切に対応した。または、軽微な事故・不祥事等が発
生し、適切に対応していない。
Ｄ：事故・不祥事等が発生し、適切に対応していない。

確認の視点 事故・不祥事等への対応についての評価

□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
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単位：千円

※(　)内は収支計画額。25年度は速報値

Ｂ

評価区分

収支差額

166,863

175,810

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

□積極的な広報・ＰＲ活動を行うとともに、平成24年度は、１・２月
閑散期の宿泊パック割引の実施、３月のキャンプステーション臨時開
館などを実施し、平成24年度の利用料金収入は、前年度比で3.6％の増
加となった。平成25年度は、エントランスホールへの無線ＬＡＮ設
置、宿泊者（食事付き）と宿泊者（素泊まり）に料金格差を設けるな
ど、収入増に向けた取り組みを実施した。
□日中の消灯、冷暖房温度の徹底管理等による光熱水費の節減努力
や、材料費の安価な調達、必要最小限の修繕対応などの経費節減対策
に努めている。
□上記の収入額と支出額は決算額であり、モニタリング報告書の収入
額と支出額は、未収金と未払金を含んでいないため、金額は合致しな
い。

(181,449)

累計

529,197

(542,284)

509,352

(542,284)

19,845

(0)

内訳

(119,655)(40,700)

173,659

(19,646)

支出

評価結果

(40,700)

(180,001)

24年度

176,125

(180,834)

(20,515)

利用料金 その他

120,065

利用料金 その他

25年度

177,262

23年度

６　収支状況

(120,065) (20,069)(120,234)(40,700)

収支計画（支出額）と比較して
Ａ：収支状況が良好である（収支差額のプラスが10％以上）。
Ｂ：概ね計画どおりの収支状況である（収支差額がプラスマイナス10％未満）。
Ｃ：計画と異なり、収支差額に10％以上20％未満のマイナスが生じている。
Ｄ：計画と異なり、収支差額に20％以上の大幅なマイナスが生じている。

(0)

168,830

(180,834)

7,295

(0)

3.9%

(181,449)

3,603

(0)

収支計画比

(180,001)

8,947

収入

指定管理料 利用料金 その他

359,954113,36555,878

(359,954)(122,100)(60,230)

18,921

指定管理料 利用料金 その他

119,65536,95919,196

指定管理料

38,29917,761120,23438,107

指定管理料
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Ａ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＡが２つ）
Ｂ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価がＡとＢ、またはＢが２つ）
Ｃ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＣが１つ以上）
Ｄ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＤが１つ以上）
　※Ａ・Ｂ同数の場合は、Ｂとする。

Ｂ

内容・評価理由

□営業時間が午前8時30分から午後9時
15分のため、職員７名、非常勤７名を
早番・遅番の２交替制で運営し、効率
的で適切な人員配置に努めている。
□年１回の職員研修を実施し、適切な
管理運営に努めている。

□法令違反や個人情報等の漏洩による
事故は発生していない。
□温室効果ガス排出量の削減やグリー
ン購入の推進に努めている。
□地域社会への貢献として、毎年、地
域の方々を施設へ招き、餅つき大会や
凧揚げを実施している。

Ｂ

確認項目

７　業務遂行能力

評価結果 評価区分

確認の視点

□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

□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
□個人情報の取扱いは適切か
□環境への配慮は適切か
□障害者雇用の状況は適切か

コンプライアン
ス、社会貢献

人的な能力、執行
体制

項目別評価

Ｂ
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