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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

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

　協定等に定める業務基準や事業計画に沿って着実に取り組んでおり、施設の管理運営に求められる水準は
維持されている。主催事業についても、施設の機能や立地条件を生かした企画立案、積極的な広報活動によ
り応募者が増加しており、また利用者満足度調査でも「満足」以上が平均して96.6％となっており、利用者
からも評価を得ている。
　指定管理者の運営努力により毎年度の支出を抑えながらも、施設の老朽化に対応し、小規模な修繕を実施
していることから、指定管理者制度導入による有効性が認められる。
　なお、事故・不祥事等が１件発生したため、総合評価はＣとなったが、再発防止に向け職員研修を実施し
ており、対応は適切である。それ以外の６項目はＡまたはＢ評価であるため、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、引き続き指定管理者制度による管理
運営を行う。

Ｃ

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

足柄ふれあいの村

アクティオ株式会社

子ども教育支援課

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

□地域の有識者を委員とする外部評
価委員会を年２回開催し、施設運営
について提言・評価を受けている。
□平成25年度から、周辺の里山の魅
力や、近隣施設のアクティビティを
活用した自主事業を新たに実施し、
地域との連携を一層深めている。

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

Ｂ

項目別評価

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

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

□施設の維持管理業務は、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。

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

□協定等に定める業務基準や事業計
画に基づいて確実に実施されてい
る。
□業務委託実績報告書等により、食
堂等の委託業務について、適切に実
施されていることを確認している。

無有指定管理者制度による管理の有効性

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。

1



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

％

評価区分

２　施設の利用状況

82,786

設定方法：

３か年平均

人

施設の利用状況についての評価

人

人

Ｂ

81,595

84,411

□ホームページ、広報誌等の広報活動に積極的に努めた結果、主催事
業の応募者が増加してしている。
□利用者数は、天候等の要因により変動があるものの、平均して利用
者が確保されており、指定管理制度導入による有効性が認められる。
□平成25年度からは、主催事業のほかに、自主事業も開催し、施設の
利用促進に向けた取組を行っている。

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

95％ 104％ 103.5

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

86,156 84,451人 人

評価結果

23年度 24年度 25年度

人87,000 82,786

人9,411

113

人75,000

対基準値増減数
※下段は増減率

目標値

(利用者数)

利用者数

％

△ 4,214人 3,370
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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

「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

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

□受付時にアンケート用紙を配布するとともに、利用者への呼びかけ
を積極的に行った結果、回収率は、平均で86.8％となっている。特
に、平成25年度は、回収率90％以上を目標に掲げ、取り組んだ結果、
94.6％と高い数値となっている。
□利用者満足度は、平均で96.6％の利用者から「満足」との回答を得
ていることから、指定管理者制度の導入による有効性が認められる。

95.5 96.8 97.3

708

３　利用者満足度の状況

評価区分

３か年平均

％96.6

756 901

評価結果

Ａ

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
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平成24年度上
半期

評価区分

対応状況

夜間の移動は危険を伴う場合もあるの
で、懐中電灯を貸し出すとともに、ソー
ラーライトの設置を検討していくなど、
可能な範囲で対策を講じる

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年度上

半期
現在は、コテージに１つしかないため、
増設について検討していく。

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。

夏場は、冷房がほしい。扇風
機が何個か必要

４　苦情・要望等への対応

意見の内容

コテージの中にトイレがほし
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

□通年で詳細アンケート調査を実施し、利用者の意見の把握に努めて
いる。
□把握した苦情・要望等の内容を真摯に受け止め、業務改善に努めて
おり、改善された内容については、利用者から評価を得ている。
□冷房の設置など、設備面に対する要望については、直ちに対応する
ことが困難であるが、丁寧に説明し一定の理解が得られるよう努める
等、利用者の視点に立った対応がなされている。
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評価区分

Ｃ

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

５　事故・不祥事等への対応

□危機管理マニュアルを作成し、職員に対する研修等を実施してい
る。
□平成25年８月に事故が発生した際には、適切に対応するとともに、
再発防止に向け、職員を対象として著作権に関する研修を実施した。

年月 事故・不祥事等の概要 対応状況

平成25年8月 足柄ふれあいの村のホーム
ページ記事に使用した写真
が、一部無断転載であった。

該当記事を即時削除し、所管課を通じて
著作権者に謝罪した。後日、弁護士を交
え協議を行い、示談が成立した。
なお、再発防止に向け、職員を対象とし
て著作権に関する研修を実施した。

評価結果

事故・不祥事等の
概要と対応状況
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単位：千円

※(　)内は収支計画額。25年度は速報値

指定管理料 利用料金 その他

416,222 7,08621,864

(416,222)(11,482) (0)

6,856

指定管理料 利用料金 その他

138,797 2,286 6,976

指定管理料

2,279 8,032138,703 2,521

指定管理料

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)

143,522

(142,545)

5,511

(0)

2.2%

(142,614)

△ 368

(0)

収支計画比

(142,545)

4,427

収入

(0)(138,703)(3,911)(138,722)(3,823)

(142,545)

24年度

149,033

(142,545)

(0)

利用料金 その他

138,722

利用料金 その他

25年度

148,080

23年度

６　収支状況

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

□指定管理者の運営努力により毎年度の支出を抑えながらも、施設の
老朽化に対応し、小規模な修繕を実施していることから、指定管理者
制度の導入による有効性が認められる。
□平成25年度は下半期に設備トラブルが発生し、想定外の支出がかさ
んだため、収支差額がマイナスとなった。なお、収支差額は少額であ
り、一時的な要因によるものであるため、次年度以降は改善される見
込みである。

(142,614)

累計

445,172

(427,704)

435,602

(427,704)

9,570

(0)

内訳

(138,797)(3,748)

148,448

(0)

支出

評価結果

Ｂ

評価区分

収支差額

143,632

148,059
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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

７　業務遂行能力

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

□利用者数が多くなる夏季には臨時
職員を配置する等、効率的に人員配
置がなされている。
□業務ミーティングや研修を定例的
に実施するとともに、外部の研修に
も職員を派遣する等、人材育成が適
切に行われている。

□個人情報保護に関する規程を定
め、適切に個人情報を取り扱ってい
る。

Ｂ

確認項目
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