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指定管理者による公の施設の管理運営状況

平成29（2017）年度

栃木県鬼怒グリーンパーク施設名

県土整備部都市整備課施設所管課

渡辺建設株式会社（法人番号1060001004729）指定管理者

指定期間 平成26（2014）年４月１日～平成31（2019）年３月３１日

１ 施設の概要

塩谷郡高根沢町大字宝積寺８６－１施設所在地

① 指定管理者による管理面積 ６５．０ｈａ（県民ゴルフ場を除く ）施設の概要 。

② 主要な施設

（宝 積 寺）軟式野球場 、テニスコート 、水上アスレチック、ボート 、

、 、 、 、ローラースケート場 ちびっ子広場 エントランス広場 冒険の森

花畑、貸し自転車、バッテリーカー 等

（上流広場）野球・サッカー・ラグビー場（兼用） 等

（ふれあい広場）芝生広場 等

（白 沢）多目的広場 、テニスコート 、パークゴルフ場、花畑 等

① 公園の維持管理に関する業務業務内容

② 有料公園施設の利用の許可に関する業務

③ 公園の運営に関する業務

２ 収支の状況

（千円）平成29（2017）年度

収入 支出

指 ６６，２４０ 指 ０指定管理料 事業費

定 ２０，０２６ 定 ５４，０７９利用料金収入 管理運営費

管 １ 管 ２７，５４１その他収入 人件費※１

理 理 １９その他支出※１

８６，８６７ ８１，６３９※２ ※２合計 合計

指定管理業務収支差額① ５，２２８

自主事業 １４，３１９ 自主事業 １３，７０８

自主事業収支差額② ６１１

５，８３９収支差額（①＋②）

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 備考（※１ その他支出の主なものを記載）

・利息 １千円 ・租税公課費 １９千円

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。

平成28（2016）年度（前年度） （千円）

収入 支出

指 ６６，２４０ 指 ０指定管理料 事業費

定 １７，５８０ 定 ５０，１９１利用料金収入 管理運営費

管 １ 管 ２７，１５９その他収入 人件費※１

理 理 １９その他支出※１

８３，８２１ ７７，３６９※２ ※２合計 合計

指定管理業務収支差額① ６，４５２

自主事業 １４，７０６ 自主事業 １４，００４

自主事業収支差額② ７０２

７，１５４収支差額（①＋②）

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 備考（※１ その他支出の主なものを記載）

・利息 １千円 ・租税公課費 １９千円

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。
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３ 利用状況

平成29（2017）年度平成28（2016）年度

公園利用者 ３０３，２５８人 ３０２，６０７人

平成29（2017）年度施 設 名 平成28（2016）年度

野球場 ２，１２１人 ３，１７４人

宝積寺 テニスコート ５，０８６人 ６，４９４人

ボート １９，２１０人 １９，９４８人

水上アスレチック ２５，７０８人 ２９，０３８人

ローラースケート場 ４，０６９人 ４，０４５人

上流広場 ９，５９７人 ９，２９１人

白 沢 テニスコート １０，８０９人 １０，６６５人

多目的広場 ８，３２４人 ６，８２９人

パークゴルフ場 １７，１５９人 １７，３６１人

合 計 １０２，０８３人 １０６，８４５人

４ サービス向上に向けた取組

(1) 公園の利用促進と利便性を向上させるため、休園日を設けずに年間を通して開園している。

(2) 土日祝日には軽食の売店を出店し、利用者の利便性向上を図った。

(3) 公園の様子を知ってもらうため、新聞や雑誌、ホームページにイベント情報や施設の案内等を

積極的に掲載した。また、運動施設の予約状況をホームページで確認できるようにした。

(4) ゲートボール大会(年2回)、パークゴルフ大会(年4回)を開催し公園の利用促進を図った。

(5) パークゴルフ場利用促進のため、初心者講習会を実施した。

(6) パークゴルフ場利用者が休憩するための日除けテントを設置した。

(7) パークゴルフ場利用者から要望が多かった水はけの悪いホール2か所を改修した。

(8) 利用者を増やすためパークゴルフ場のリーフレットを作成した。

(9) 来園者に楽しんでもらうため、コスモスまつりを開催しワンワンショーやゲーム大会、ヒーロ

ーショーのミニステージを実施した。

(10) 落ち着いて花の観賞ができるよう、コスモス畑の中に歩道を設けた。

、 、 。(11) 安心して公園を利用してもらうため 園内の危険個所 不良個所は迅速に修理や改修を行った

(12) 良好な施設を利用してもらうため上流広場グラウンドの芝を1,000㎡補修した。

(13) 宝積寺現況林の枯れた樹木を補うためにクロマツとコナラを植樹した。

５ 利用者意見への対応

利用者意見の把握方法

・エントランス広場に意見箱を常時設置し、ご意見票を回収

回収件数 １５０件

主なご意見票の項目 良い 良い方 あまり良くない 改善求む

公園内はきれいでしたか ４３．９％ ５０．７％ ４．７％ ０．７％

公園の管理状況はいかが ４１．３％ ５４．５％ ２．８％ １．４％

でしたか

花壇や樹木などの植物の ５８．０％ ３８．４％ ２．９％ ０．７％

管理状態はいかがでした

か



110

スタッフの対応はいかが ６４．６％ ３１．５％ ３．１％ ０．８％

でしたか

・来園者、施設利用者からの聞き取り

主な利用者意見（苦情・要望） 対 応

・トイレがちょっと汚い。 ・トイレの巡回を増やし、汚れている場合

は迅速に清掃する。

・水上アスレチックにくもの巣がかかっていて、あま ・取り残しが無いよう担当に指導した。

りきれいでない。

・遊歩道のつぎめで自転車に振動があった。 ・舗装のクラックだと思われるので、補修

を行う。

主な利用者意見（積極的評価）

・自転車、水上アスレチックが楽しかった。

・スタッフの方が親切だった。

・広々として楽しかった。

６ 指定管理者による自己評価

成果のあった取組・積極的に取り組んだ事項・利用者満足度向上への取組

・施設整備の一環として上流広場グラウンドの芝補修を実施した。

・来園者が増える大型連休期間は仮設トイレを設置し公園利用者の利便性向上を図った。また、駐

車 場に警備員を配置して事故防止に努めた。

・安全な公園をつくるため、点検により発見された施設の不具合は迅速に修理した。

・夏休み期間中は夜間利用者の安全確保のため園内の夜間巡回警備を行った。

・利用者を増やすためパークゴルフ場のリーフレットを作成した。

※指定管理者が独自に設定公園の適正管理に向けた取組

・公園利用者のニーズに対応した運営(ご意見票等に対応した運営)

・日常管理（園内のゴミ拾いやトイレの定期清掃）

・樹木、芝の管理(広大な芝生広場・樹木の長期的な維持管理)

・大規模な花畑の管理(コスモス・ポピー・菜の花・ひまわり等)

・安全管理(災害に対する対応・日常の安全管理)

今後改善・工夫したい事項

・自主事業における売店の販売品に新商品を追加したい。

・利用者に楽しんでもらうためパークゴルフ場のグリーン及びコースの改修をしたい。

・平成29（2017）年度に引き続き上流広場グラウンドの芝補修を実施したい。

７ 所管課室による評価

評価の内容 評価項目 確認内容・所見等

運動施設の予約について、抽選会を実１．住民の ①住民の平等利用が確保されたか。

施して公平性の確保に努めている。 Ｃ平等利用の

確保

所定の手続きに則り、適切な許可が行 Ｃ②使用許可に関する権限が適正に行

われている。使されたか。

コスモスまつり期間中は、不足する車③高齢者、障害者等に対する配慮は

いすをリースし、利用者の利便性の向 Ｃなされたか。また、平等利用が確保

上を図った。できない場合の対応は適切か。

施設の設置目的に沿った管理運営が適２．施設の ①施設の設置目的に沿った業務実施
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切に実施されており、日常点検・定期 Ｃ効用の最大 がなされたか。

点検の結果の記録が保管されている。限発揮

公園利用者数は昨年度並みであった。②施設の利用促進、県民サービスの

キバナコスモスや菜の花は計画の半分向上が図られたか。

の育成となったが、インラインスケー

トや面白自転車の更新を行うなど集客 Ｃ

のための工夫を行った。

満足度が少し向上した。 Ｃ③利用者満足度を把握し、満足度の

向上が図られたか。

要望、苦情に対しては適切に対応して④利用者からの意見、苦情に対して

おり、その記録が保管されている。 Ｃ適切な対応がなされたか。

日常・定期点検を確実に実施し、不具⑤施設、設備、備品の維持管理や安

合箇所は自ら積極的に措置をして、そ Ｃ全管理は適切になされたか。

の記録が保管されているとともに、修

繕履歴が適切に保管されている。

⑥指定管理者の創意工夫により業務改 増設された18ホールを「公益社団法人

善等がなされたか 日本パークゴルフ協会」公認コースと Ｂ。

する申請を行い、パークゴルフ場のリ

ーフレットを新たに作成して集客のた

めの工夫を行った。

当該業務を概ね適切に遂行できる組織３．管理を ①組織体制は適正か。

となっている。 Ｃ安定的に行

う物的人的

②収支は適正でバランスがとれたもの 概ね適正である。基礎

か Ｃ。

外注費の抑制のため必ず2社以上から③経費の縮減に取り組まれてきたか。

見積書を徴取して金額の交渉を行うな Ｃ

ど、指定管理者の本社と連携し経費の

削減に努めている。

事業計画に基づいた研修をスタッフ及④人材育成は適切に実施されている

び再委託先責任者に対し実施していか。

る。また、研修の内容により本社担当 Ｃ

者による研修を実施した。

事故発生時には、速やかな対応・報告⑤危機管理体制（事故、緊急時の対

を実施し、異常気象時においても、迅 Ｃ応）は確保されているか。

、 。速に安全点検を実施し 報告している

県や関係機関と連携し、管理運営を行⑥県や関係機関との連携体制は確保

っている。 Ｃされているか。
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個人情報の保護に関する要領を定め、４．個人情 ①個人情報の保護についての措置が

適切に保護をしている。 Ｃ報保護 計画どおり実施されているか。

情報公開事務処理要領を定め、適切に②情報公開は適切になされているか。

運用をしている。 Ｃ

管理事務所と本社により、組織的な自５．その他 ①施設の特性にふさわしい自己評価

己評価が実施されている。評価基準にがなされているか。

基づき適正に評価し、更なる改善を目 Ｃ

指している。

イベント 売店等の自主事業を実施し Ｃ②自主事業が計画どおりに実施され 、 、

計画どおり実施されている。ているか。

コスモスまつりにおいて地元高根沢と③イベント等を実施している場合は、

連携しイベントを開催した また た Ｃ地域との連携が図られているか。 。 、「

かはら山麓水街道」のキャンペーンに

参加した。

騒音については日頃より配慮を行って Ｃ④環境への配慮（騒音・光害対策、

いる。ごみに関しては分別収集の周知ごみ削減等）がなされているか。

徹底を行い実効をあげている。

野球場およびパークゴルフ場内の排水⑤その他管理運営上の特記事項

不良箇所の改修、上流広場のグラウン Ｂ

ド芝の張替を計画的かつ重点的に取り

組んだ。また、平成27（2015）年度の

災害復旧箇所で必要となった張芝修繕

に迅速に対応した。

総合的な評価

全般的に概ね良好な管理運営状況である。パークゴルフ場のリーフレットを作成するほか、初心

、 、 、者講習を実施するなど 工夫により集客に努めた点 枯れた樹木の代わりに新たな植栽を行ったり

不良箇所の改修等について迅速に対応するなど、維持管理についても滞り無く行われた点が評価出

来る。利用者数は前年度よりやや落ちたものの、こういった管理状況から、９割以上の利用者から

積極的評価を受けており、要望等にも適切に対応しているため、今後とも利用者のニーズを把握す

ることにより魅力的な公園管理を実施してほしい。

※「評価」欄には、以下の指標により判定した結果を記載すること。

Ａ：事業計画に対して極めて優れた取組となっている。

Ｂ：事業計画に対して優れた取組となっている。

Ｃ：事業計画どおりの取組となっている。

Ｄ：事業計画に対して劣る取組となっている。

Ｅ：事業計画に対して極めて劣る取組となっている。


