
選定基準
大項目

小項目
(Ｂ)

実績報
告書

現地※

○ビジターセンターの設置目的を踏まえた、指定管
理業務全般を通じた団体等の総合的な運営方針、考
え方

・２つのビジターセンターの総合的な運営方針を「丹沢の自然と人
をつなぐ架け橋　ビジターセンター」とし、「学習の場の提供」
「適正で安全な利用のための情報発信」「地域協働」「丹沢再生」
「維持管理」の５つの視点をもって運営する。

・館内展示による学習の場の提供、関係機関と連携しての自然情報の収
集・発信、丹沢地域を活動拠点としている団体と連携した活動の実施や参
加を行うなど、５つの視点をもって適切な管理運営を行った。

・提案書に従って適切に実施している。 ○

○業務の一部を委託する場合の業務内容等
・公益財団法人神奈川県公園協会の職員が指定管理業務を行うこと
を基本とするが、法定点検業務や専門技術・資格を要する業務及び
危険業務については、原則県内企業へ外部委託を行う。

・法定点検業務や専門技術・資格を要する業務である浄化槽保守点検、清
掃、法定検査について、県内企業へ外部委託を行った。

・提案書に従って適切に実施している。 ○

・秦野ビジターセンターは、秦野戸川公園内にあり、レジャーや公
園のイベント参加者など幅広い利用者が訪れる施設のため、誰でも
安全・快適に学ぶ環境を提供できるよう、適切な維持管理を行う。

・毎日開館前、閉館後に点検と清掃を実施した。
・経年劣化した木製展示台の塗り直し、標本類の防虫剤の交換、剥製類の
燻蒸を行った。
・登山や自然情報について、素早い情報提供を心掛けた。
・秦野戸川公園と連携した保安警備等を実施した。

・提案書に従って適切に実施している。
・館内はきれいに清掃されており、常に良好な状態に保
たれているため、今後も引き続き実施してほしい。
・展示物等の軽微な破損を直営で迅速に対応する等、適
切な対応を行っている。

○ ○

・西丹沢ビジターセンターは、丹沢の登山口に近接しており、登山
者が多く訪れるため、気軽に立ち寄り情報を得られる場を提供する
ほか、冬期の積雪や凍結対策、断水時の対策等、老朽化や立地条件
による課題にも対応できるきめ細かい維持管理を行う。

・毎日清掃を実施、利用者が多い時期はトイレ清掃を１日複数回実施し
た。
・開館前、開館後に展示室内の点検を行い、軽微な破損は直営で迅速に実
施した。
・電気設備、漏電ブレーカーの簡易点検や、給水ポンプの異常確認を実施
した。
・冬季は入口・駐車場の除雪及び融雪剤散布を実施した。
・全ての人に配慮した受付対応を心掛け、最新情報の素早い提供を行っ
た。

・提案書に従って適切に実施している。
・館内はきれいに清掃されており、常に良好な状態に保
たれているため、今後も引き続き実施してほしい。
・展示物等の軽微な破損を直営で迅速に対応するほか、
設備の点検も随時実施する等、適切な対応を行ってい
る。

○ ○

○より多くの利用を図るために実施する事業の実施
方針、内容等

・自然への関心度、登山技術の度合いに見合った段階別プログラム
を実施し、興味感心層に合わせて、自らができることに「気づき」
「行動する」きっかけを提供することに主眼を置き発展させる。

・計画していた段階別プログラムの多くは、新型コロナウイルス感染防止
のため中止。一部セルフガイドなどを活用して参加人数の少ない行事は実
施したほか、展示などにより丹沢の自然への理解の向上と安全登山の促進
を図った。

・実施したプログラムについては、新型コロナウイルス
感染症対策を行いつつ、できる範囲で適切に実施してい
る。

○ ○

○より多くの利用を図るために行う広報・ＰＲ活動
の内容等

・ホームページ、ＳＮＳによる情報発信のほか、関係自治体、山小
屋、観光施設、交通事業者等、関係する様々な主体との連携によ
り、効率的な情報発信・広報を行う。

・ホームページやＳＮＳによる情報発信のほか、情報誌への掲載や道の駅
でのリーフレット配架等を行い、情報発信・広報を行った。

・提案書に従い様々な団体と連携する等して、効率的な
情報発信・広報を行っている。

○ ○

○サービス向上のために行う利用者ニーズ・苦情の
把握及びその内容の事業等への反映の仕組み等

・日頃から利用者の動向に目を向け、窓口での対話やアンケート等
でニーズをとらえ、これまで培ってきた経験やノウハウを活かし、
苦情等に発展する前に運営に反映させ、サービスの向上を図るとと
もに、苦情等を受けた際には、協会の運営への貴重な意見と捉え適
切に対応し、業務の改善を図る。

・利用者満足度調査を実施し、利用者ニーズの把握に努めた。

・利用者満足度調査では、スタッフの対応や施設の満足
度に対して「やや悪い」「悪い」といった回答はなく、
引き続き、利用者の満足度を落とさないように努めてい
ただきたい。

○

○手話言語条例や外国人への対応等
・筆談、コミュニケーションボード、点字・英語によるパンフレッ
ト等を利用し、誰もが必要な情報を得ることができるよう配慮を行
う。

・コミュニケーションボードの設置、点字・英語によるパンフレット作成
等を行った。

・提案書に従って、誰もが利用しやすくなるよう配慮を
行っている。

○ ○

○施設の特性をより効果的に活かすために行う自主
事業の内容等

・ビジターセンター利用者の利便性を高め、快適な野外活動を支援
するため、物品販売や団体への講師派遣などを自主事業として実施
する。

・ビジターセンター利用者の利便性を高め、快適な野外活動を支援するた
め、物品販売や団体への講師派遣を実施した。

・新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止した取
組もあるが、できる範囲で適切に実施している。

○ ○

○一体運営により展開する、利用促進のための企
画・取組

・立地する地域の植生・地質・地形が大きく異なるという２つの施
設の相違を活かし、統一テーマでの連続ミニ講座や２施設を巡るス
タンプラリー等を開催し、双方の利用促進を図る。
・２つのビジターセンターのホームページを統合して丹沢全体の情
報を得られるようにする、SNSにより季節の情報の共有化を図るほ
か、イベントの共通チラシを作成することで、より効果的な情報発
信を図る。
・新東名高速の開通及びオリンピック・パラリンピックの開催によ
り、遠方からの利用者や外国人の利用者増が見込めるため、これら
の人々に対しての広報・ＰＲを行い、利用促進を図る。

【令和６年度目標利用者数】
・秦野ビジターセンター   126,600人
・西丹沢ビジターセンター 102,450人
　                    計 229,050人

・共催による企画展を実施。多くのイベントについては、新型コロナウイ
ルス拡大防止のため、中止。
・ホームページの統合管理として、リニューアルを実施。SNSを活用した
相互シェアのほか、パンフレットや登山記録証について、共通のものを作
成した。
・４月から６月にかけて緊急事態宣言発出に伴う展示室利用中止期間があ
り、この影響で利用者数は目標に届かなかった。

【令和２年度来館者数（目標数）】
　秦野ビジターセンター
　　   83,789人（124,600人）
　西丹沢ビジターセンター
　　   83,456人（101,450人）
  計　167,245人（226,050人）

・新型コロナウイルス感染症対策を行いつつ、できる範
囲で適切に実施している。
・提案以上に様々な広報媒体を活用し、情報発信の強化
を図っており、今後もより一層の利便性の向上を目指し
ていただきたい。
・展示室利用中止期間のある４月から６月を除くと、前
年度よりも利用者数増となっている月が多いので、今後
も感染症対策を行ったうえで、利用者数増となるよう努
めていただきたい。

○

○清掃業務、保守点検業務、受付業務、警備業務等
についての実施方針
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選定基準中項目
(Ａ)

その他

指定期間 令和２年度の事業実績
(Ｅ)

(1)
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
業務実施
にあたっ
ての考え
方、運営
方針等

利用促進のための取組、利用者
への対応

(3)

施設の維持管理(2)

指定期間 令和２年４月１日から令和７年３月31日

選 定 基 準 別 提 案 内 容 と 事 業 実 績 の 確 認

施 設 名 神奈川県立ビジターセンター

指定管理者名 公益財団法人神奈川県公園協会

施設所管課 自然環境保全課（自然環境保全センター）

評価項目
審査（評価）の視点

(Ｃ)
提案内容
(Ｄ)

所管課による課題分析等
(Ｆ)

事業実績の確認方法
(Ｇ)
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○通常の指定管理業務を行う際の事故防止等の取組
内容

・施設内での事故防止に努めるほか、安全登山に資する情報の収
集・発信、登山者への積極的な声かけ、登山計画書提出の呼びかけ
等により、広く事故防止に努める。

・施設内では、危険箇所の日頃からの点検、展示物の落下防止固定、避難
経路の確保を実施。登山者向けの情報は、外出自粛が呼びかけられている
ことを踏まえ、事実のみ発信した。また、登山計画書提出の呼びかけを
行った。

・提案書に従って適切に実施している。 ○

○事故・不祥事等の緊急事態が発生した場合や安全
管理の妨げとなりうる事案を認知した際の対応方針

・野外プログラム実施に当たっては、事前の下見により危険箇所や
エスケープルート等を把握し、プログラム実施中は参加者の健康状
態や疲労具合の確認を行う。

・野外プログラムについては、下見、危険箇所の把握、参加者への必要事
項の事前伝達等を行った。

・提案書に従って適切に実施している。 ○

○急病人等が生じた場合の対応
・救急救命士等の配置、救命に関する職員研修等

・消防署が実施する上級救命講習や日本赤十字社救急養成講習を受
講した職員を１人以上勤務させる。また、毎年実施する防災訓練の
中でＡＥＤ取扱訓練等を実施し、全職員がＡＥＤを操作できるよう
にする。

・上級救命講習受講者をそれぞれ２人以上配置し、ＡＥＤも配置して急病
人の発生に備えた。

・引き続き万全な対策をしていただき、新型コロナウイ
ルス感染症が落ち着き次第、ＡＥＤ等の訓練を実施して
ほしい。

○

○指定管理業務を実施するために必要な団体等の企
業倫理・諸規程の整備、施設設備の維持管理に関す
る法規や労働関係法規などの法令遵守の徹底に向け
た取組の状況（労働条件審査の実施予定など施設職
員に係る労働条件の確認の有無を含む）

・社会的信頼の維持及び業務の公正性の確保に資するため、役職員
に法令や協会が定める諸規定などの遵守を徹底し、責任ある事業実
施に取り組む。
・理事、監事及び評議員による協会の職務執行状況の監督や、コン
プライアンス委員会、内部通報制度による厳重なチェック体制を設
ける等、役職員一人ひとりのコンプライアンス意識を高めるための
体制・仕組を整備している。

・社会的信頼の維持及び業務の公正性の確保に資するため、法令や協会が
定める諸規定などの遵守を徹底し、事業実施に取り組んだ。

・諸規定を遵守し、適切な管理運営を行っている。 ○

○指定管理業務を行う際の環境への配慮の状況

・事務室内の省エネを推進すること等により、両ＶＣの電気使用総
量が、指定管理者制度導入初年度の平成29年度における電気使用総
量を上まわらないことを目標とする。また、グリーン購入等の環境
負荷軽減の取組を行う。

・節電に努めるとともに、グリーン購入等の環境負荷軽減の取組を実施し
た。

・電気使用量は目標を達成しており、今後も引き続き目
標を達成できるように努めてほしい。

○

○法定雇用率の達成状況等、障害者雇用促進の考え
方と実績

・法定雇用率を上回る障がい者を雇用し、障害者就労施設、障害者
雇用企業等への積極的な業務発注を推進する。

・法定雇用率の達成に加え、障がい者就労施設等への積極的な業務発注に
取り組んだ。

・今後も法定雇用率を達成しながら、障がい者就労施設
等への積極的な業務発注を行っていただきたい。

○

○障害者差別解消法に基づく合理的配慮など、「と
もに生きる社会かながわ憲章」の主旨を踏まえた取
組についての考え方
○手話言語条例への対応

・職員研修を行い、障害者差別解消法に基づく合理的配慮や、手話
による応対を行えるようにする。

・職員への教育により、障害者差別解消法に基づく合理的配慮や聴覚障が
い者の方の利用環境の向上に努めた。

・障がい者への配慮の取組を引き続き行い、誰もが利用
しやすい環境づくりに努めてほしい。

○

○社会貢献活動等、ＣＳＲの考え方と実績
・ビジターセンターでの団体対応の野外ガイドやスライドトーク、
学校に職員を派遣しての授業の実施等、専門的な知識を活かし、学
校教育への支援を行う。

・野外ガイドやスライドトーク等は新型コロナウイルス感染防止対策のた
め原則中止としたが、例外的に地元小学校の体育館で距離を取り、スライ
ドトークを実施した。

・感染防止対策を行ったうえで実施しており、適切に
行っている。

○

○SDGs（持続可能な開発目標）への取組

・ビジターセンターの管理運営に関わりの深いものとして、生物多
様性の保全、地球環境に配慮した公園管理の実践、学びの場として
の公園、地域との協働による公園管理等の取組を行っている。

・「（公財）神奈川県公園協会SDGs宣言」に基づき、生物多様性の保全や
地球環境に配慮した公園管理等に取り組み、ビジターセンターにおいても
同様の取組を行った。

・提案書に従って、SDGsへの取組を行っている。 ○

○募集開始の日から起算して過去３年間の重大な事
故または不祥事の有無ならびに事故等があった場合
の対応状況及び再発防止策構築状況

・事故があった場合、協会の「事故防止対策会議の実施要領」基づ
き、「事故防止対策会議」を設置し、事故原因の究明、事故防止対
策の検討を行い、本部に報告するとともにビジターセンターの全職
員に周知する。

・事故等が発生した場合に備え、体制を構築した。
・事故・不祥事は発生していないため、今後も規定を遵
守することにより事故防止に努め、事故が発生しても対
応できる体制を取ってほしい。

○

○個人情報保護についての方針・体制、職員に対す
る教育・研修体制及び個人情報の取扱いの状況

・独自の個人情報保護規定を定めるとともに、具体的な取扱事項を
定めたガイドラインを作成し、研修以外にも機会を捉えて事故事例
の研究や未然防止対策、事後対策を共有するなど、個人情報保護の
徹底を図る。

・「（公財）神奈川県公園協会個人情報保護規定」により、適正に取り扱
いをした。

・提案書に従って適正に個人情報の取り扱いを行ってい
る。

○

Ⅰ
　
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

事故防止
等安全管
理

コンプラ
イアン
ス、社会
貢献

事故・不
祥事への
対応、個
人情報保
護

(4) 事故防止等安全管理
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コンプライアンス、社会貢献(5)

事故・不祥事への対応、個人情
報保護

(6)

※「事業実績の確認方法(Ｇ)」欄のうちの「現地」の欄は、「指定期間 令和２年度の事業実績（Ｅ）」欄の実績を現地で確認したことを示すもの。
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