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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：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。

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

○○事務所

芦ノ湖キャンプ村

Fun Space株式会社

観光課

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

Ｂ

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は、自主事業を積極的に行うことにより、施設全体の収支で見てもプラ
スとなっており、また、１～７の半数以上がＢ評価となっている等の理由から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、①自主事業を積極的に行うことにより収支をプラスに
している点、②「施設の利用状況」や「利用者満足度の状況」等はＡ評価となっている点、③納付金を納付
している点、等の理由から、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。

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

□清掃・保守点検等の維持管理業務
は、概ね事業計画どおり実施されて
いることを、月例業務報告書及び指
定管理者との定例会議等により確認
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

Ｂ

内容・評価理由

□「県民が恵まれた自然環境の中で
の観光レクリエーション活動並びに
自然及び人とのふれあいを通じ、ゆ
とりと潤いを実感するとともに自然
の大切さを学ぶための施設」とし
て、その役割を、十分に発揮できる
施設運営を行うという基本方針に基
づいて、施設の運営に関する業務等
の指定管理業務は、確実に実施され
ている。

無有指定管理者制度による管理の有効性

Ｂ

□地元自治会のどんど焼きを当該施
設で実施し、地域運営協議会を開催
した。また、外部の団体と連携し、
芦ノ湖のクリーンイベントを開催し
た。

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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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

対基準値増減数
※下段は増減率

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

目標値

(指定管理者提案値)

利用者数

％

4,003 人 △ 2,443

評価結果

23年度 24年度 25年度

人35,689 40,622

人4,018

117

人23,951

38,179 35,280人 人

評価結果

Ａ

人

人

Ａ

33,421

評価区分

27,969

３か年平均

％80.7

□新規にホームページを作成し、トピックスやスタッフブログ等を随
時更新することにより、各イベントや施設周辺の状況を含めた施設全
体の情報を積極的に周知した。また、当該ホームページからの予約を
可能にしたことや電話での予約受付時間を「17時まで」から「20時ま
で」に変更したことにより、導入直後の四半期の売上は、目標値対比
111%となった。
□自主事業として、外部の団体と連携し、芦ノ湖のクリーンイベント
を開催（参加者数約70名）するなど、施設の設置目的の１つである
「自然及び人とのふれあいを通じ、ゆとりと潤いを実感するとともに
自然の大切さを学ぶ」に資するとともに、利用促進にもつながった。
□これらの取組の結果、平成25年度については、２月の大雪の影響な
どにより若干目標値を下回ったものの、平成23・24年度については、
いずれも４千人程度、目標値を上回っており、利用促進に向けた適切
な取組が行われている。

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

111 ％ 94 ％ 105.6

139 78

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

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

□フロントに回収箱を設置し、利用者の意見等を随時受付可能な体制
を整えている。また、チェックイン時にフロントでアンケート用紙を
配付し、アンケート投函についての協力を依頼するとともに、アン
ケート協力者に粗品を贈呈する等により、積極的に満足度向上に向け
た意見集約に取り組んだ。
□回答結果は、平成24年度は、新規備品の要望の1つとして電子レン
ジを求める意見があったため、一部については電子レンジを設置し好
評を得た。また、毎年15～18%程度、清掃不備の意見があるため、水
周りのカビ取りの徹底や、高いところの蜘蛛の巣取り等を実施した。
アンケート結果を踏まえ、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。

85.7 79.4 79.6

54

39,692

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

％

評価区分

「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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事故・不祥事等の
概要と対応状況

評価結果

４　苦情・要望等への対応

意見の内容

宿泊利用者より室内が寒いと
の声があった。

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

□フロント及びケビン棟の各部屋にアンケートを配置し、随時受け付
ける等、苦情・要望等の把握に取り組んでいる。
□毎年度作成する事業計画の項目の１つとして、「利用者の声を反
映」を設定し、年度終了後実績報告することにより、具体的な改善が
図られる仕組みを整備している。また、苦情・要望等に関する報告書
を回覧することにより、今後同様のことが起こらないよう、スタッフ
の共通認識を図っている。
□料金改定等への御意見に対しても、料金改定の経緯を説明し、理解
が得られるよう努めている等、利用者の視点に立った対応がなされて
いる。

年月 事故・不祥事等の概要 対応状況

平成25年９月 猪が出没し、テントやクー
ラーボックス等が壊された。

被害を受けられた方へ謝罪するととも
に、夜間の巡回強化、予約時のリスク確
認、食材管理・ゴミ捨てマナーの徹底な
どの利用者への注意喚起を行っている。

平成25年９月 ケビン棟利用中に、お子様が
椅子から落ち頭を打つ。119番
通報し、救急車にて病院へ搬
送。軽傷で済んだ。

応急処置(アイシング)と119番通報を行っ
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。

□「危機管理マニュアル」を作成し、同マニュアルを元にスタッフ研
修を年２回実施している。また、現指定管理者は、他の自社が運営し
ている施設における事故事例等も含め一括管理しており、類似施設で
発生した事故事例についても、現場責任者を通じて、スタッフへの共
有化を図っている。
□上記事故のいずれも、事故を把握した時点で対応を開始している。
また、猪への対策としての夜間の巡回強化や利用者への注意喚起の徹
底など、今後の予防的な対応についても実施しており、対応は適切で
ある。

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

５　事故・不祥事等への対応

評価区分

対応状況

希望者については、リビング用ガスファ
ンヒーターの有償貸与で対応した。

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。

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

平成25年３月
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単位：千円

※(　)内は収支計画額。

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

□平日は5～10名、利用者の多い休日
や夏季等には10～15名程度の臨時職
員を雇用して増員する等、効率的で
適切な人員配置がなされている。
□現指定管理者本社で実施する年4回
の常勤職員向けの研修内容を踏ま
え、常勤職員が施設職員向けに研修
を実施し又は周知徹底を図るととも
に、必要に応じて施設内で、接遇や
地域情報・観光に関する自主勉強会
を実施する等、適切な管理運営がで
きるよう努めている。

□現指定管理者本社で毎年度実施す
るコンプライアンス研修を踏まえ、
常勤職員が施設職員向けに研修を実
施し又は周知徹底を図るとともに、
本社からの業務監査も受ける等によ
り、法令違反や個人情報等の漏えい
による事故は発生していない。
□障害者を臨時職員として雇用して
いる。
□地域社会への貢献として、周辺地
域の施設で構成する施設協議会が実
施する地域清掃活動に毎月参加して
いる。

Ｂ

確認項目

Ａ

評価区分

収支差額

79,575

86,476

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

□収支状況は良好であり、さらに自主事業を積極的に行うことによ
り、施設全体の収支で見ても、３年間のいずれもプラスとなってい
る。また、湖岸の竹・雑草の除去などにより、利用者が芦ノ湖湖畔で
のキャンプという雰囲気を実感できるよう、積極的な施設の維持管理
の実施、あるいは、独自のホームページを作成し、スタッフブログ等
による最新情報の提供、ホームページの予約システムの導入など、集
客に積極的に取り組んでいる。
□清掃業務や除雪を委託ではなくスタッフが行う、あるいは可能な範
囲で自主修繕を実施するなど、経費節減に取り組んでいる。

(111,094)

累計

316,557

(277,553)

278,344

(281,070)

38,213

(△ 3,517)

内訳

(0) (71,840)

102,354

(91)

支出

評価結果

(94,417)

(71,931)

24年度

112,696

(94,528)

(200)

利用料金 その他

0

利用料金 その他

25年度

117,385

23年度

６　収支状況

(0)

７　業務遂行能力

(111) (0) (110,894)

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。

(△ 9,837)

96,415

(91,975)

16,281

(2,553)

13.7%

(107,327)

15,031

(3,767)

収支計画比

(81,768)

6,901

収入

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

指定管理料 利用料金 その他

0 315,894 663

(0) (277,151) (402)

225

指定管理料 利用料金 その他

86,276 200

指定管理料

112,458 238 0 117,160

指定管理料
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