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指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度によるによるによるによる施設施設施設施設のののの管理運営状況総括調書管理運営状況総括調書管理運営状況総括調書管理運営状況総括調書    

（（（（総合結果総合結果総合結果総合結果）））） 

施設名施設名施設名施設名    津久井湖城山公園 

指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者名名名名    公益財団法人神奈川県公園協会 

施設所管課施設所管課施設所管課施設所管課（（（（事務所事務所事務所事務所））））    都市公園課 

    

指定管理者制度による管理の有効性    有    無 

理由及び 

今後の対応 

津久井湖城山公園における指定管理者制度による管理運営は、事業計画に基づき着実に取り組

まれており、都市公園の管理運営に求められる水準が維持されていることはもちろんのこと、指

定管理者の創意工夫により公園利用者の目線に立った管理運営も適正に実施されており、有効に

機能していると判断できる。 

 

○確認結果（これまでの管理状況の総合評価） 

評価区分 評価基準 

Ａ：協定等に定める水準を上回る（内訳①～⑤においてＣ、ＤがなくＡが半数以上※） 

Ｂ：協定等に定める水準どおり （内訳①～⑤において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（内訳①～⑤においてＣが一つでもある場合） 

Ｄ：協定等に定める水準を大幅に下回る（内訳①～⑤においてＤが一つでもある場合） 

 ※ Ａ・Ｂ同数の場合は、Ｂとする。 

特記事項 

Ｂ 

提案書及び事業計画書に基づき、県の求める水準に合致した、管理運営が行われた。 
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内訳①（サービスの向上） 

 

１ サービスの向上に向けた取組の実施状況 

確認項目 確認の視点 確認結果 内容・理由 

指定管理業務実施

にあたっての考え

方、運営方針等 

・指定管理業務の総合的な運営方針が守られて

いるか 

・業務の一部を委託する場合の考え方や業務内

容等は適切か 

Ｂ 

 

施設の維持管理 

・植物管理、清掃業務、ごみ収集業務、保守点

検業務、受付業務、警備業務等は実施方針どお

り実施されているか 

Ａ 

問合せに対する案内にとど

まらず、パークセンター来訪

者に対する解説案内など積

極的に実施された。 

利用促進のための

取組、利用者への対

応 

・より多くの利用を図るために実施する事業の

広報・ＰＲ活動は効果的に実施されているか 

・サービス向上のため、利用者ニーズ・苦情を

把握し、その内容を事業等へ適切に反映してい

るか 

・施設の特性をより効果的に活かす利用促進事

業の内容等となっているか 

Ａ 

専門職員や自然観察ボラン

ティアなどにより収集した

情報をイベントやパークセ

ンターでの情報発信や、新た

に地域文化の体験をイベン

トに組み入れるなど、拡充が

図られた。 

利用者の事故防止、

事故等への対応 

・通常の指定管理業務を行う際の事故防止等の

取組状況は適切か 

・事故等の緊急事態が発生した場合の対応は適

切か 

Ａ 

未開園のエリアを含め、城山

登山客の安全に配慮した巡

視も実施している。 

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・連携の取組状況は

どうか 

・地域企業等への業務委託の状況はどうか 

Ａ 

市立博物館、商工会議所をは

じめに、多くの関係機関との

連携により、イベント開催、

情報発信等が実施された。 

確認結果 確認結果区分 

Ａ 

Ａ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価にＣ、ＤがなくＡが半数以上※） 

Ｂ：協定等に定める水準どおり （項目別評価に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（項目別評価にＣが一つでもある場合） 

Ｄ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価にＤが一つでもある場合） 

※ Ａ・Ｂ同数の場合は、Ｂとする。 

 

２ 確認結果を踏まえた検討 

サービスの向上の視点から見た有効性 有    無 

理由及び 

今後の対応 

施設、設備の維持管理、清掃、環境に配慮した取り組み、利用者への対応、サービス向上、安

全性の確保については事業計画に沿って良好に管理運営が行われている。 

城山という歴史資源を生かした情報発信、地域の文化を知る新規イベント開催などに積極的な

取り組みを行うほか、未開園エリアを含め登山客の安全管理にも配慮するなど、特筆すべき管理

状況である。 

事業計画書に基づいた管理運営が行われているが、今後はPDCAサイクルの活用などにより、よ

り良いものとなるよう業務改善を図っていくことが望まれる。 
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内訳②（利用状況） 

１ 施設の利用状況 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 前指定期間における平均 

基準値 

(目標公園利用者数) 

521,000人 521,000人 521,000人 521,000人 

利用人数   569,288人   495,715人   498,981人 548,902人  

対前年増減   △5,165人  △73,573人 3,266人   

確認結果 確認結果区分 

Ｂ 

基準値と比較（３年間の平均）して 

Ａ：105％以上 

Ｂ： 95％以上～105％未満 

Ｃ： 85％以上～ 95％未満 

Ｄ： 85％未満 

3年合計1,563,984 平均521,328 

521,328／521,000＝100.1％ 

 

２ 確認結果を踏まえた検討 

施設の利用状況から見た有効性 有    無 

理由及び 

今後の対応 

指定管理者の創意工夫を活かした取組みの実施などにより、多くの県民に継続的に利用されて

おり、東日本大震災等の影響を受け、Ｈ23年３月、４月のイベント中止などにより公園利用者が

減少したが、平均して基準値を超えている。 

今後も引き続き、県立都市公園の管理運営の基本事項である、植物管理や清掃、安全管理を適

切に実施して、快適な空間を提供するとともに、利用者のニーズを捉えた取り組みを実施するこ

とが必要である。 
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内訳③（利用者満足度） 

１ 利用者の満足度 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度  

ア 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） 

      

９３．２％ 

      

８３．６％ 

      

７９．０％ 

 

確認結果 確認結果区分 

Ａ 

「満足」と答えた割合（３年間の平均）が 

（５段階評価の場合） 

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 

年月 意見の内容 対応状況 

年間を通じて 事業計画や業務の改善についての意

見が寄せられた。 

様々な意見に対して、対応の必要性な

どを検討後、利用者目線に基づき適切

な対応が実施されている。 

イ 施設の管

理に関する

利用者から

の主な意見

と対応状況 
   

確認結果 確認結果区分 

Ｂ 

Ａ：利用者からの要望等を上回る対応を行った 

Ｂ：利用者からの要望等に沿った対応を行った 

Ｃ：利用者からの要望等に応える対応ができなかった 

Ｄ：利用者からの要望等に対応していない 

 

２ 確認結果を踏まえた検討 

利用者満足度から見た有効性 有    無 

理由及び 

今後の対応 

指定管理者の創意工夫を活かした取組みや、県立都市公園の管理運営の基本事項である、植物

管理や清掃、安全管理を適切に実施して、快適な空間を提供し続けることにより、利用者満足度

が高い。 

現在の取り組みを継続するとともに、利用者ニーズを的確に把握して常に改善を図ることが重

要である。 
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内訳④（収支状況） 

１ 収支状況 

 21年度(千円) 22年度(千円) 23年度(千円) 累計(千円) 

収  入 

119,000 

（119,000） 

128,000 

（128,000） 

129,900 

（129,900） 

376,900 

（376,900） 

※（ ）内は収支計

画額 

支  出 

118,970 

（119,000） 

127,878 

（128,000） 

122,392 

（129,900） 

369,240 

（376,900） 

※23年度は速報値 

収支差額 

30 

（     0） 

122 

（     0） 

7,508 

（     0） 

7,660 

（   0） 

 

確認結果 確認結果区分 

Ｂ 

事業計画と比較して 

Ａ：計画以上の集客による収入増又は適切な経費の節減により、収支状況が良好である 

Ｂ：計画どおりであり、又は計画と異なるが適正な実施であり、改善は不要である 

Ｃ：計画と異なり一部改善が必要である 

Ｄ：計画と異なり全面的に改善が必要である 

 

２ 確認結果を踏まえた検討 

収支状況から見た有効性 有    無 

理由及び 

今後の対応 

収支状況は、３ヵ年累計で収入に対して支出が約２％少なく、差額が発生しているが、ほぼ計

画どおりであると認められる。 

なお、事業計画書で計画された内容を計画どおり実施した上で、指定管理者の努力と工夫によ

り経費節減を図っており、健全な経営が保たれ、継続的な運営が可能であることから、特に問題

はない。 

今後も、モニタリングにより確認を継続する。 

 

３ 指定管理料の積算を見直す必要性 

前回募集時に記載した指定管理料の積算やその内訳を再検討する必要性 有 無 

理由及び 

今後の対応 
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内訳⑤（業務遂行能力） 

１ 業務遂行能力の状況 

確認項目 確認の視点 確認結果 内容・理由 

人的な能力、執行

体制 

・人員配置は効果的・効率的に行われている

か 

・本部と現場の連携体制は適切か 

・業務の一部を委託する場合の管理・指導体

制は適切か 

・指定管理業務を行うための人材育成や職員

採用の状況は適切か 

Ｂ 

 

コンプライアン

ス、社会貢献 

・団体等の諸規程の整備、法令遵守の徹底に

向けた取組は適切か 

・個人情報保護についての考え方・方針及び

個人情報の取扱いは適切か 

・環境への配慮は適切か 

Ｂ 

 

確認結果 確認結果区分 

Ｂ 

Ａ：協定等に定める水準を上回る（Ｃ、ＤがなくＡが半数以上※） 

Ｂ：協定等に定める水準どおり （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（Ｃが一つでもある場合） 

Ｄ：協定等に定める水準を大幅に下回る（Ｄが一つでもある場合） 

 ※ Ａ・Ｂ同数の場合は、Ｂとする。 

 

２ 確認結果を踏まえた検討 

業務遂行能力から見た有効性 有    無 

理由及び 

今後の対応 

事業計画に沿った職員配置、本部との連携、人材育成など適切な運営体制が確保されている。 

また、個人情報保護、関係法令等についても適正に遵守されている。 

今後も、モニタリングにより確認を継続する。 

 


