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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管理管理管理運営状況総括運営状況総括運営状況総括運営状況総括調書調書調書調書    

（（（（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    相模湖漕艇場 

指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者名名名名    特定非営利活動法人神奈川県ボート協会 

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））））    スポーツ課 

    

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 

相模湖漕艇場における指定管理者制度による管理運営は、全体として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まれており、施設の管理運営に求められる水準は一定

程度維持されているほか、指定管理者の創意工夫により、ボート教室の実施などボート競技

に係るスポーツ振興に資する取組みや、シーズン中の施設の原則無休化など利用者サービス

の向上に資する取組みも実施されているため、指定管理者制度による管理は有効に機能して

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 

安全対策の面では、荒天時の施設管理において、業務基準が遵守されなかったことがあ

り、評価はＣとなったが、既に対策を講じており、その他の管理状況については、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まれているため、指定管理者制度によ

る管理は有効に機能していると判断でき、総合評価としてはＢとする。 
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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 

施設利用に対す

る考え方 

・公の施設としての公共性や平等性について理

解していること。 

・特定の利用者、利用団体等と利害を共有して

いないこと。 

・平等利用確保のためのチェック機能や体制に

配慮していること。 

Ｂ 

施設の運営の基

本的な考え方に

ついて 

・施設の設置目的が正しく理解され、具体的な

施設の運営計画に反映されていること。 

・安全で快適な施設の維持管理のための具体的

な提案がなされていること。 

Ｂ 

施設の役割及び

特性の実現につ

いて 

・施設のスポーツ振興における果たすべき役割

を理解し、施設運営に生かす能力を有してい

ること。 

・施設の役割や特性を発揮するため、スポーツ

関係団体や地域と有効に連携する視点を有し

ていること。 

Ｂ 

施設の設置目的や役割を理解

した管理運営がなされている。 

利用料金制につ

いて 

・利用料金制度の趣旨･内容が理解されており、

制度を生かした施設運営を考えられているこ

と。 

・利用料金の設定、減免基準の設定が公共スポ 

ーツ施設として適当であること。 

Ｂ 

利用料金制度の趣旨・内容を理

解し、条例に定める利用料金の

範囲内で適切に利用料金・減免

基準を設定している。 

利用者へのサー

ビスについて 

・利用者のサービス向上に向けた取組が示され

ていること。 

・利用者の意見が反映される仕組みが整備され

ていること。 

Ａ 

・協定等に定める業務基準や事

業計画に沿って、毎年度上半

期は原則無休とし、開場時間

についても利用者の要望及び

安全を考慮し、シーズンに応

じた開場時間の拡大を図って

いる。 

・協定等に定める業務基準や事

業計画に沿って、艇庫保管艇

の無料メンテナンスサービス

を実施している。 

安全対策につい

て 

・利用者の事故の防止策への配慮がなされてい

ること。 

・防犯及び防災対策等、緊急時に適切に対応で

きる体制の検討がされていること。 

・利用者の事故発生時に適切に対応ができるこ

と。 

Ｃ 

・マニュアルを整備している。 

・平成23年９月の台風15号の

際に湖面のコースロープの回

収作業がなされなかった。 

・上記の状況を踏まえ、荒天時

の対応に係る項目を業務基準

に明記し、コースロープにつ

いても、より回収し易い設置

方法に変更する対応を速やか

に行った。 

その他運営に当

たっての提案 

・団体等の独自の発想に基づく、運営にプラス

になるような提案であること。 

Ｂ 

独自にボート教室を開催して

いる。 



 - 3 - 

確認結果 確認結果区分 

Ｃ 

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 

シーズン中の施設の無休化やボート教室の実施などにより、「ボートの競技等を通じて県

民のスポーツの振興を図る」という施設の設置目的を踏まえた施設運営がなされている。 

施設・設備の維持管理、利用料金、利用者への対応、サービス向上に向けた取組みについ

ても、協定等に定める業務基準や事業計画に沿って良好に管理運営が行われている。 

安全対策については、荒天時の施設管理において、コースロープが回収されなかったこと

があったが、その後、荒天時の対応に係る項目を業務基準に明記するとともに、コースロー

プについても、より回収し易い設置方法に変更することで対策を講じている。 

安全対策の面で対応に甘さがあったが、全体として、利用者サービスの向上に資する取組

みが実施されていると判断でき、安全対策についても既に対策を講じていることから、サー

ビスの向上の観点からは、指定管理者制度導入による有効性が認められる。 
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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 平均 

基準値 

(何の数値か記載) 

15,023人 

(前指定期間(H18～20)の

利用人数の平均) 

15,023人 

(前指定期間(H18～20)の

利用人数の平均) 

15,023人 

(前指定期間(H18～20)の

利用人数の平均) 

15,023人 

利用人数 18,060人 14,080人 14,858人 15,666人 

対前年増減 

   ＋3,067人 

＋20.5％ 

   △3,980人 

△22.0％ 

＋778人 

＋5.5％ 

  

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 ⇒ 104.3％ 

Ｃ： 85％以上～ 95％未満 

Ｄ： 85％未満 

入所施設等定員がある場合 

Ａ：100％以上 

Ｂ： 90％以上 

Ｃ： 80％以上 

Ｄ： 80％未満 

 

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 

 指定管理者の提案により、シーズン中（４月～９月）を原則無休とすることにより、利用

者拡大に努めている。また、大会利用の状況により、年度毎の利用人数は増減している状態

であるが、直近３年間の利用人数の平均は、前指定期間の利用人数の平均を上回っており、

施設の利用状況の観点からは、指定管理者制度導入による有効性が認められる。 
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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） 

   88.9％ 83.7％   79.6％  

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 ⇒ 84.1％ 

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 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 

通年 ブイの色分けや固さの変更 状況をみて随時対応している。 

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 
利用者満足度は高い水準にあり、利用者満足度の観点からは、指定管理者制度導入による有効

性が認められる。 
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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 

21,847 

（   21,604） 

21,643 

（ 21,408） 

22,146 

（ 21,408） 

65,636 

（ 64,420） 

※（ ）内は収支計

画額 

支  出 

21,455 

（   21,604） 

20,846 

（ 21,408） 

20,954 

（ 21,408） 

63,255 

（ 64,420） 

 

収支差額 

392 

（     0） 

797 

（    0）      

1,192 

（    0） 

2,381 

（    0） 

 

確認結果 確認結果区分 

Ａ 

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 

指定管理者の運営努力により、毎年度計画と比較して収入の増や支出の節減が図られてい

る。また、収支状況も過大な余剰利益を生じることなく安定的に収益をあげており、収支計

画との恒常的な乖離は見られないことから、収支状況の観点からは、指定管理者制度導入に

よる有効性が認められる。 

 

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 

 平成19年に日本ボート協会のコース規格規定の改正があり、地区・ブロック予選開催のために

必要なコース認定の更新手続きが毎年発生することになった。平成24年度までは経過措置により

この規定が適用されないが、以後は適用されるため、コース認定の更新手続きを新たに指定管理

業務として位置付ける。 

そのため、指定管理料としてコース認定更新手数料21千円/年を追加する必要がある。 
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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 

諸規程の整備状況 

・法人その他の団体として備えるべき規程類

が整備され、かつ、関係法令に合致した内

容であること。 

Ｂ 

必要な諸規定類は整備され

ている。 

個人情報の保護 

・個人情報の適切な取扱いに関する考え方が

法人その他の団体の理念として確立されて

いること。 

・情報管理体制が規程等により確立されてい

ること、及び個人情報保護に関する職員の

研修等に配慮していること。 

Ｂ 

協定、法令等に則した個人

情報保護等に関する取扱い

がされている。 

環境への配慮 

・ごみの減量化、再生紙の活用及びグリーン

購入など、環境に配慮した運営方法が示さ

れていること。 

Ｂ 

法令等に基づき環境に配慮

した施設の管理が行われて

いる。 

職員採用について 

・知識、経験を有する者の選考基準又は方針

があること。 

Ｂ 

人員配置について 

・知識、経験を有する責任者や指導的立場に

立つ職員を適切に配置できること。 

・指定管理業務を行うための適切な人員配置

となっていること 

Ｂ 

協定等に定める業務基準や

事業計画に沿って、知識・

経験を生かし漕艇場の職

務を遂行できる協会役員を

場長に採用し、小型船舶免

許や艇のメンテナンス等の

経験・技術・資格を必要と

する技能職員を採用してい

る。 

人材育成について 

・指定管理業務に関連する内容を含む研修又

は指導体制が確立されていること。 

Ｂ 

毎月１回、職員ミーティン

グを行い、接遇、個人情報

の管理の徹底、漕艇場の管

理運営について必要な情

報の共有化を図り、漕艇場

職員としての人材育成に

努めている。 

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 

協定等に定める業務基準や事業計画に基づき、関係法令等の遵守、個人情報保護、環境へ

の配慮は適正であると認められ、知識・経験を生かし漕艇場の職務を遂行できる協会役員や技

能職員の配置、人材育成など適切な管理運営体制が確保されているため、業務遂行能力から

は、指定管理者制度導入による有効性が認められる。 

 


