
（ ）

～ ～

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

東部漁港事務所

（三崎漁港）本港特別泊地・本港環境整備施設

スバル興業株式会社

水産課

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

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は施設の利用状況及び収支状況について抜本的な改善が必要な管理運営
状況とされたことからD評価となったが、利用状況及び収支状況が悪化した理由は、施設に隣接し競合する駐
車場が強引な誘導を行ったことなどから、利用料収入が大幅に減少したためであり、全てを指定管理者の責
めに帰すことは適当ではない。
　指定管理制度の導入における有用性は、施設の管理運営は計画どおり実施されており、特に特別泊地の運
営については、高い専門性を活かしたサービスの提供ができており、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。
　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、現在の指定管理者の収支状況をふま
えた適正な指定管理料を県が負担することで、引き続き指定管理者制度による管理運営を行う。

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

Ｄ

無有指定管理者制度による管理の有効性
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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、植樹の管理、修繕、受付・
案内は事業計画どおり実施されてい
ることを月例業務報告書により確認
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

□駐車場・交流広場・特別泊地は、
安全・安心で快適な維持管理及び運
営及び顧客満足度の高いサービスの
提供等を目的として確実に実施され
ている。

Ｂ

Ｂ

自治体、地元漁業協同組合、関係団
体と共催でイベントを開催するな
ど、ゲストバースの魅力づくりと地
域振興に取り組んでいる。

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
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 ※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

23年度 24年度 25年度

目標値

リスト

利用者数

人

評価結果

23年度 24年度 25年度

人29,966 31,296

人△ 74,100

29％

1,330人 6,369

55,109

29,966

３か年平均

□H23年4月にオープンした隣接駐車場との競合により指定管理者公募
時の資料と同等の利用状況は確保できていないが、利用率を上げるた
め、施設の広報を、HP、ツイッター等も活用し、地域の魅力の情報発
信と併せて効果的に実施している。
□利用者の利便性やニーズに配慮した自販機の設置、海上釣り堀の乗
降場の提供及び地元開催ヨットレースやイベント等への積極的な貢献
が施設の利用促進につながっている。
□ヨットレース、海のフェスティバル、花火大会の開催協力など利用
促進に向けた取り組みを積極的に行っている。

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

105％ 120％ 59.8

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

37,665 32,976人 人

２　施設の利用状況

31,296

設定方法：

３か年平均

人

施設の利用状況についての評価

３　利用者満足度の状況

104,066

人

人

Ｄ

対目標値増減率

％

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

％72.0

6 27

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

□ 毎年度配布方法、回収時期などに試行錯誤してきたが、25年度は
利用者への直接の声かけによるアンケートを実施したことにより回収
率のアップが図られた。
□　地域の魅力発信のための下町グルメマップの配付、泊地利用者へ
の大型フェンダーの無料貸し出しなど、利用者満足度向上に向けた取
り組みは適切に行われている。

30.0 60.0 90.0

3

「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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その都度迅速に対応。機械が古く、更新
は困難。

口頭にて詳細説明、案内表示改良などで
利用者の理解を促している。

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。

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

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

H25.11

H25.12

駐車場精算機の不具合

意見の内容

鮪船がゲストバースにはみ出
しており利用に支障がある。

緑化協力金の仕組みがわから
ない。精算した後に拒否でき
ない。

H24.7

年月

４　苦情・要望等への対応

□来場者への挨拶、接客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・要望を真摯に受け止め、迅速な対応が可能なものは
できる限り早急な対応を行っている。

□駐車場精算機の不具合、緑化協力金制度に関する苦情・要望が主だ
が、丁寧に説明し利用者から一定の理解を得られるよう努めている。

５　事故・不祥事等への対応

評価区分

対応状況

鮪船の入港状況の情報提供を受け、係留
の際に考慮することとした。
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事故・不祥事等の
概要と対応状況

H23.11 故障により停係泊していた艇
が夜間に盗難。

所有者の無施錠が原因。夜間係留艇の警
備は実施していない。

評価結果

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

船長の操船ミスが原因。利用者への注意
喚起を行った。

H25.3 歩道の電源コードカバーで歩
行者が転倒。

転倒者の治療は旅行会社が対応した。管
理者は同じ事故が起こらぬよう、電源
コードカバーを上空に移設した。

年月 事故・不祥事等の概要 対応状況

H23.10 放火により植栽部の一部を消
失。あずまやでボヤ発生。

警察へ被害届を提出。夜間警備は実施し
ていないため抜本的な解決は困難。

H24.10 利用船同士の衝突。

□事故・不祥事が発生した場合は、即日職員全員で情報を共有し、同
種の事故の再発防止策について話し合っている。また、日頃の業務の
中で常に事故の予見性を未然に排除する視点を確認しつつ施設の管理
運営を行っている。
□事故・不祥事のほとんどが、操船ミスなど管理者に瑕疵はなく、管
理者に起因する事故は歩道での転倒事故１件のみであった。これは、
もともと転倒防止用のコードカバーであり、段差も２㎝程度であった
ため、これが原因しての転倒は予見していなかったが、事故発生の翌
月にコードの移設を完了し、対応は適切に行われた。

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。

3



単位：千円

※(　)内は収支計画額。25年度は速報値

内容・評価理由確認項目

□ホームページ、ツイッター等により情報発信を続けており、H24～
H25にかけては駐車場利用者が増加するなど、取り組みの成果が徐々
に奏功している。

□H23年４月にオープンした近隣駐車場との競合により指定管理者公
募時の資料と同等の（予定）収入は確保できていない。一方で人件
費、事務所設置費などの固定経費の割合が高く、削減可能な経費が極
めて限られている中で、職員による修繕工事を多く行うなど経費削減
の努力を続けている。

(13,500)

累計

39,483

(59,352)

79,882

(90,050)

△ 40,399

(△ 30,698)

24,586

指定管理料その他

25年度

15,05711,820

013,164

指定管理料

10,791 1,815

収入

確認の視点 収支状況についての評価

内訳

(0)(31,000)(1,352)

23年度

支出

評価結果

9,803 2,017

６　収支状況

(32,352)

24年度

12,606

(13,500)

(1,500)

利用料金 その他

0

利用料金

確認の視点 項目別評価

指定管理料 利用料金 その他

033,7585,725

(0)(55,000)(4,352)

1,893

指定管理料 利用料金 その他

0

７　業務遂行能力

(1,500) (0)(12,000)(0)(12,000)

Ｄ
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)

25,120

(29,014)

△ 12,514

(△ 15,514)

-50.6%

(28,684)

△ 9,529

(△ 15,184)

収支計画比

(32,352)

△ 18,356

評価区分

収支差額

30,176

□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

4

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。

Ａ

内容・評価理由

□専門性を行かしたサービスを提供
するための人員は適正に配置されて
いる。
□PDCAサイクルによる継続的な自己
評価体制により、安定したｻｰﾋﾞｽ提供
と施設運営に努めている。

□法令違反や個人情報の漏洩は発生
していない。
□社会貢献の一環として、地域振興
に資する行事には積極的に関わりボ
ランティアで運営に協力している。

Ｂ

確認項目

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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