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１ 平成 29 年度 指定管理者評価委員会 

[指定管理者評価委員会の設置経過と役割] 

指定管理者制度は、平成 15 年度の地方自治法の一部改正により、従来、公的団体に限

られていた「公の施設」の管理運営を民間事業者等においても行うことのできる制度と

して創設された。 

湯河原町においては、平成 20 年度から順次５つの公の施設に導入され、平成 28 年度

から新たに湯河原町民体育館、湯河原町総合運動公園多目的広場及びパークゴルフ場の

３施設に導入された。 

湯河原町指定管理者評価委員会は、指定管理者制度の趣旨・目的である民間事業者等

のノウハウを活用し、住民サービスの向上を図るとともに、効率的・効果的な施設の管

理運営が行われているかの確認を行い、的確に評価を行う委員会である。 

平成 29 年度においては、公募者２名、有識者３名の計５名の委員をもって組織し、施

設の適正な管理の確保、指定管理者の取組意欲の向上、自主性や創造性を十分に発揮し、

一層のサービス向上を担えることを目的として定めた、湯河原町指定管理者評価委員会

規程（平成 24 年湯河原町訓令第４号）に基づき、湯河原海浜公園テニスコートをはじめ

とする８つの指定管理者施設の評価を行うこととした。 

[評価方法] 

評価委員会では、平成 24 年度に策定した「指定管理者による公の施設の管理運営に関

する評価についての指針」を基本とし、評価項目のポイントや評価基準を整理するため、

平成 25 年度に策定した「指定管理者評価マニュアル」に基づき評価を行うこととした。 

評価マニュアルでは、次の３つの視点について、６つの項目をそれぞれ評価すること

としている。 

(1) 施設の設置目的の達成に関する取組み 

ア 施設の設置目的の達成 

イ 利用者の満足度 

(2) 効率性の向上に関する取組み 

ア 経費の低減等 

イ 収入の増加 

(3) 公の施設に相応しい適正な施設の管理運営に関する取組み 

ア 施設の管理運営の実施状況 

イ 個人情報の保護、安全対策、危機管理体制、平等利用など 

以上の視点及び項目について、項目ごとにＡからＥまでの５段階に評価し、かつ当該

評価により配点を行い、その後、項目ごとの配点を合算した上で総合評価を行うことと

した。 

[評価手順] 

評価委員会において、指定管理者施設の関係所管課が作成した指定管理者評価マニュ

アルに基づく「指定管理者の管理運営に対する評価シート」により、指定管理者施設ご
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とに評価の視点及び項目に対する説明を受け、関係所管課との質疑応答、追加資料の提

出、指定管理者施設の現地調査などを行い、評価委員会として前記評価シートにより指

定管理者施設ごとに評価結果を取りまとめるとともに、「指定管理者評価結果報告書」に

より評価結果を報告することとした。 

[評価対象施設] 

(1) 湯河原海浜公園テニスコート    （担当課 公園課） 

(2) 湯河原町ヘルシープラザ      （担当課 教育委員会事務局社会教育課） 

(3) こごめの湯            （担当課 観光課） 

(4) 湯河原観光会館          （担当課 観光課） 

(5) 万葉公園足湯施設独歩の湯     （担当課 観光課） 

(6) 湯河原町民体育館          （担当課 教育委員会事務局社会教育課） 

(7) 湯河原町総合運動公園多目的広場  （担当課 公園課） 

(8) 湯河原町総合運動公園パークゴルフ場（担当課 公園課） 

２ 指定管理者評価結果 

(1) 総 括 

ア 評価方法について 

指定管理者の評価は、平成 25 年度に策定した評価マニュアルに基づき、指定管

理者の業務の内容や実績について、文章による評価だけでなく、５段階に分けた基

準により評価を行った。 

また、評価を行う年度は、指定管理者施設全てにおいて毎年度評価するものとし

ている。 

イ 指定管理者制度の導入のあり方について 

指定管理者制度の目的は、民間活力の導入により事業の効率化やサービスの向上

を達成することであり、コスト削減だけではなく、公の施設としての設置目的と機

能を最大限に発揮できることが重要である。 

今後も公の施設としての設置目的と機能を最大限に発揮できる施設については、

積極的に指定管理者制度を導入するとともに、複数施設の一体的な指定管理につい

ても促進していただきたい。 

また、現在指定管理者制度を導入している施設の多くは、老朽化が進んでいるた

め、町としても施設の設置目的と機能を最大限に発揮できるよう、計画的な施設整

備を促進していただきたい。 

ウ 評価対象施設について 

評価を行った８施設について、Ｂランク評価１施設、Ｃランク評価６施設、Ｄラ

ンク評価１施設という結果となった。 

     Ｂランクの評価となった、湯河原町ヘルシープラザについては、指定管理者のノ

ウハウを生かした運営が利用者数及び収入の増加に繋がっている。 
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     Ｃランクの評価となった、湯河原海浜公園テニスコート、こごめの湯、万葉公園

足湯施設独歩の湯、湯河原町民体育館、湯河原町総合運動公園多目的広場及び湯河

原町総合運動公園パークゴルフ場については、利用者数など増加しているが、新た

な誘客に対する取り組み、近隣施設や宿泊施設との連携を図るなど今後の取り組み

に期待する。 

Ｄランクの評価となった、湯河原観光会館については、利用者数など増加してい

るが、食堂の有効活用、周辺施設との連携強化などの取り組みに期待するとともに、

短時間労働者の労務状況において改善を求める。 

     すべての評価対象施設に対して、近隣施設や宿泊施設との連携強化は、誘客を進

めていくうえで必要である。例えば、ホームページの相互リンクやバナー広告の掲

示など今後の誘客に対する取り組みに期待する。 

また、アンケート等を充実させ利用者のニーズを的確に把握するなどして、より

良い管理・運営を期待する。 

(2) 指定施設の評価 

各指定施設における評価結果は、別添「指定管理者の管理運営に対する評価シート」

のとおりであるが、以下に指定施設ごとの総合評価を報告する。 

なお、評価基準は、ＡからＥまでの５段階で次のとおりである。 

Ａ 合計得点 90 点以上      特に優れていると認められる。 

Ｂ 合計得点 75 点以上 90 点未満 優れていると認められる。 

Ｃ 合計得点 60 点以上 75 点未満 適正であると認められる。 

Ｄ 合計得点 45 点以上 60 点未満 努力が必要であると認められる。 

Ｅ 合計得点 45 点未満      かなりの努力が必要であると認められる。 

ア 湯河原海浜公園テニスコート（指定管理者 ゆがわら健康づくり共同事業体） 

総合評価は、合計得点 65 点、Ｃとし、指定管理者として適正であると認められ

る。 

  指定管理者は、本施設を管理運営してから９年目を迎え、安定した管理運営を行

っている点が評価できる。早急に改善を要する点はないが、本年度から指定管理料

が発生したように、検討すべき課題や応募時に提出された事業計画達成に向けて努

力を要する点も見られる。こうした課題に対処していくとともに、引き続き安定し

た管理運営を期待する。 

イ 湯河原町ヘルシープラザ（指定管理者 ゆがわら健康づくり共同事業体） 

総合評価は、合計得点 79 点、Ｂとし、指定管理者として優れていると認められ

る。 

  指定管理者は、本施設を運営してから９年目を迎え、利用者の満足度、地域活動

への協力等、良好な管理運営を行っている点が評価できる。２階・３階の体育室の

使用状況が飽和状態ということなので、町民体育館と連携を図ることによって、両

施設ともにより効率性を高めていただきたい。 

  また、応募時に提出された事業計画達成に向けて、利用者から聴取した意見等に

対処していくとともに、引き続き安定した管理運営を期待する。 
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ウ こごめの湯（指定管理者 湯河原町温泉場区会） 

総合評価は、合計得点 63 点、Ｃとし、指定管理者として適正であると認められ

る。 

指定管理者は、本施設を管理運営してから９年目を迎え、安定した管理運営を行

っている点が評価できる。施設の老朽化が目立ってきているが、応募時に提出され

た事業計画達成に向けて、利用者から聴取した意見等に対処していくとともに、特

に事業計画と大きくかい離している食堂の充実など他類似施設との差別化を図る

ことにより、町外からの入場者数の増に繋げていただきたい。 

エ 湯河原観光会館（指定管理者 万葉公園共同事業体） 

総合評価は、合計得点 57 点、Ｄとし、指定管理者として努力が必要であると認

められる。 

本年度は、会議室利用及び駐車場利用ともに増加となったが、実施していないア

ンケートを行い利用者のニーズを的確に把握するとともに、赤字が続く食堂の有効

活用、周辺施設との連携強化及び魅力を高めることにより利用者数の増加に繋げて

いただきたい。 

また、観光会館を含めた温泉場地域の官民連携事業の検討が進んでおり、この検

討結果などを踏まえた誘客促進事業に期待する。 

オ 万葉公園足湯施設独歩の湯（指定管理者 万葉公園共同事業体） 

総合評価は、合計得点 63 点、Ｃとし、指定管理者として適正であると認められ

る。 

本年度、利用料金は増加したが依然として収支の改善が必要となっている。 

施設の老朽化が目立ってきているが、応募時に提出された事業計画達成に向けて、

利用者から聴取した意見等に対処していくとともに、イベントの充実、設備・備品

等の衛生面の強化、積極的な情報発信や関係機関との連携など他類似施設との差別

化を図ることにより、特に町外からの入場者数の増に繋げていただきたい。 

また、観光会館を含めた温泉場地域の官民連携事業の検討が進んでおり、この検

討結果などを踏まえた誘客促進事業に期待する。 

カ 湯河原町民体育館（指定管理者 ゆがわら健康づくり共同事業体） 

総合評価は、合計得点 60 点、Ｃとし、指定管理者として適正であると認められ

る。 

指定管理者は、他類似施設の指定管理を行っていることから、指定管理者制度導

入初年度の本施設においても、安定した管理運営を行っている点が評価できる。 

町の行事など利用料金を減免する利用が多いと思われるが、ヘルシープラザとの

連携、宿泊施設と連携した団体の誘致を進めるとともに、利用者アンケートの充実

を図り、意見、要望を運営に反映させ、応募時に提出された事業計画達成に向けた

取り組みを要望する。 

キ 湯河原町総合運動公園多目的広場（指定管理者 ゆがわら健康づくり共同事業体） 

総合評価は、合計得点 63 点、Ｃとし、指定管理者として適正であると認められ

る。 

指定管理者は、他類似施設の指定管理を行っていることから、指定管理者制度導
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入初年度の本施設においても、安定した管理運営を行っている点が評価できる。 

自主事業の充実及び観光業界と連携した利用促進を図るとともに、利用者アンケ

ートの充実を図り、意見、要望を運営に反映させ、応募時に提出された事業計画達

成に向けた取り組みを要望する。 

ク 湯河原町総合運動公園パークゴルフ場（指定管理者 ゆがわら健康づくり共同事

業体） 

総合評価は、合計得点 74 点、Ｃとし、指定管理者として適正であると認められ

る。 

送迎車両の導入や自主事業の開催など事業計画に基づき、利用者の増加に努めて

いる点が評価できる。 

本年実施した事業の更なる充実を進めるとともに、近隣市町村のパークゴルフ場

及びパークゴルフ協会との連携を強化するなどの利用促進を図り、収入を増加させ、

その収益を施設の改修やサービスの向上に投資することにより、更なる利用促進に

繋げていただきたい。 

評価委員 

委員長  吉田 尚明（税理士） 

副委員長 藤尾 澄子（社会保険労務士） 

委 員  山本 宏史（学識経験者） 

委 員  岸本 章 （一般公募） 

委 員  川口 勝文（一般公募） 

評価委員会開催状況 

第１回  平成 29 年７月 ４日 

第２回  平成 29 年７月 27 日 

第３回  平成 29 年８月 22 日 


