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１．第三者評価の実施概要 

 

（１）第三者評価の目的 

 

港区民保養施設「港区立大平台みなと荘」（以下「みなと荘」という。）については、地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 3 項の規定に基づき、平成 28 年 4 月 1 日か

ら平成 33 年 3 月 31 日までの期間指定管理者を指定し、管理運営を行っている。今回の第三者

評価では、事業計画等に基づいて管理運営がされているか第三者の立場で評価することを目的と

し、専門的且つ客観的な視点での評価を実施した。 

 

（２）調査・評価の方法 

 

① 本調査報告書の構成 

本調査報告書では、１．基本協定書、業務基準書で定めたサービス内容等の履行がされているか

の確認、２．試泊をすることで宿泊施設としての質が保たれているかの外部評価、３．１，２を

通じて課題及び問題点がある場合はその解決策の提案の 3 部構成となっている。 

 

② 調査・評価の方法 

 本調査の調査方法は、１．施設での現地視察・試泊による実査、２．責任者へのヒアリング調

査、３．事前事後に提出を受けた各種資料の確認の３つの方法で調査・評価を実施している。 

  

③ 調査期間・調査実施日 

 本調査に要した調査期間は平成 30 年 10 月 17 日から 12 月 28 日までである。 

また、調査実施日は平成 30 年 11 月 26 日から 11 月 27 日となっている。 

 

 

（３）評価者の概要 

 

 株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 

 HR ソリューション事業部ソーシャルビジネス局 

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビル 13 階 

TEL：03-5657-0622 FAX：03-5657-0644 
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２．施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 港区立みなと荘 

（港区保養施設） 

 

施設所在地 神奈川県足柄下郡箱根町大平台 294 

【交通アクセス】 箱根登山鉄道 大平台駅 徒歩 5分 

 

施設概要 【概要】 

・敷地面積：8,805.09 ㎡ 

・延床面積：7,453.13 ㎡（職員宿舎を含む） 

・建物構造：鉄筋コンクリート造 本館地下 1階、地上 4階 

別館地上 4階 

 

 

【館内案内】 

・本館 B１F   フロント、売店、喫茶スペース 

     １F   カラオケルーム、遊戯室、卓球場 

     ２F   男女大浴場、貸切浴場、レストラン、広間 

     ３F～４F 客室（和洋室４室、和室７室） 

     ４F   別館連絡通路（区民ギャラリー）、喫煙スペース 

 

 

・別館  １F    キッズルーム、遊戯室、カラオケルーム 

     ２F   図書室 

     ３F     客室（和室 14 室）  

 

 

【客室案内】    

・和洋室合計 25 室(定員 125 名) 

・内訳  和洋室( 2 べッド十 8畳) 4 室(本館 4室)定員 5名 

和室( 12 畳) 21 室(本館 7室、別館 14 室)定員 5名 
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３．評価項目と結果 

 

（１）評価項目 

 

①  第三者評価における主たる評価項目 

本調査で主に評価すべき項目は以下ア～ウのとおりである。 

 

ア 事業計画の実行状況の確認 

基本協定書、業務基準書及び事業計画書に基づいた事業運営がなされているか 

 

イ 適正に事業が実施されているか 

（ア）組織体制 

・会議、ミーティング等が適切に行われているか 

・従業員への研修が適切に実施されているか 

・事務分担は適切か 

・勤務体系に問題はないか 

・余剰人員はいないか 

・労働環境は適切に確保されているか 

（イ）施設の適切な管理 

・業務のマニュアルを備えているか 

・法令等の違反はないか 

（ウ）重要書類及び財産の管理状況 

・個人情報の保護等、重要書類の管理状況は適正になされているか 

・財産管理は適切に行われているか 

（エ）会計処理 

・執行計画に基づいた適正な会計処理がなされているか 

・委託事業者との契約と支払いは適正になされているか 

・利用客からの売上金について適正な処理がなされているか 

・不適切な支出はないか 

（オ）危機管理への認識 

・緊急時の体制が整備されているか 

・安全管理のマニュアルを備え、訓練などを実施しているか 

・施設の安全点検等は適切に実施されているか 

 

ウ サービス体制 

（ア）アンケート結果の検証 

・アンケート結果の内容把握、対応策の確認 

・区が実施している定期モニタリングでの指摘事項に対する対処状況 

（イ）苦情・トラブルに関する対応状況 

・苦情・トラブル発生時の記録状況、対応策の確認 
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（ウ）サービスの提供状況 

・サービスのレベルアップを図るための取組を常に行っているか 

・サービス提供における専門性などサービスの水準が保たれているか 

（エ）従業員のヒアリング 

・従業員のモチベーション、日常の取り組み事項の確認 等 

 

② 調査員の試泊による評価 

 主たる評価項目に加え、調査員が試泊を実施し、サービス面（従業員の接客、身だしなみ等）

と、食事面（朝食、夕食のみ）、ハード面（客室、大浴場などの館内設備）の３つの項目について

5段階評価を実施。3以上を合格点として各項目の評価を実施している。 

 

 

（２）評価方法 

 

①  評価ランク 

今回の第三者評価実施に際しては、以下のとおり 5段階評価を採用している。 

 

表１：評価ランク及びその説明 

評価ランク 説明 備考 

５ 非常に良い  

４ 良い  

３ 問題ない 合格ランク 

（ボーダーライン） 

２ 問題あり。再考の余地がある  

１ 問題あり。緊急性を要し、即対応する必要がある  

 

合格ランク（＝ボーダーライン）が「３」となっており、「３」以上の判定結果が出た場合は、

適切に施設運営がなされていると判断している。 

 

②  評価方法 

各項目の評価の方法は、3つのカテゴリーでそれぞれ評点をつけている。大項目評価項目（ア、

イ、ウ等）は、中項目評価項目（（ア）、（イ）、（ウ）等）の評価の結果により決定される。同様に、

中評価項目は、個別評価項目の評価により決定される。  

 

③  具体的な評点の付け方 

大評価項目の判定結果については、中項目評価で、全ての項目で「５」の場合、総合評価「５」

としている。中項目評価で、一つでも「４」が混ざった場合は、総合評価が「４」としている。   

同様に、中項目評価で一つでも「３」が混ざった場合は、総合評価で「３」、中項目評価で一つで

も「２」が混ざっていた場合は、総合評価で「２」、中評価項目で一つでも「１」が混ざった場合
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は、総合評価「１」としている。 

中項目評価の判定基準も同様の考え方を採用しており、個別評価オール「５」評価の場合は、

中項目評価「５」、個別評価の中に一つでも「４」、「３」、「２」、「１」が混ざった場合は、その結

果を中項目評価に反映するようにしている。 

 

（３）評価結果 

 

①  総合評価 

 指定管理者「ハイランドリゾート株式会社富士急グループ JV」は、基本協定書、業務基準書及

び事業計画書で定めたとおり、適切にみなと荘を運営しているものと評価する。 

 また、調査員の試泊、従業員へのヒアリングの結果から、利用者への安全性・利便性・サービ

ス面、関連する業者との取引、従業員の職場環境の維持・向上、法令遵守の観点においても問題

は見られない。一方、一部の項目で「３」という評価が出ており、今後可能な範囲で、改善策を検

討する必要が出てくる。 

 

②  各項目評価 

今回の調査における各項目の評価結果は次のとおりである。全ての中項目で、「３」以上の評価

となっており、みなと荘は、各項目評価においても、適切に施設の運営が実施されていると判断

できる。 

 

 

ア 事業計画の実行状況の確認 

 

判定結果：４ 

 

項目 個別

評価 

コメント 

基本協定書、業務基準書及び事業計画書に基づいた事業運営がなされているか 

判定結果：３ 

事業計画書の提出がされ、事業計画に従

った施設運営がされているか 

５ 年間計画書、執行計画書、自主事業年間

計画書という形式で事業の運営方針が作成

され、指定された期日までに港区に正しく

提出されている。 

また、各計画に従った施設運営がされて

いる。 

業務実績報告書等の報告がされているか ４ 指定されていた期日までに、業務の実施

状況、収支の状況、施設利用の状況が正し

く港区に報告されている。 

施設利用者アンケートが実施されている ４ 施設利用者の利便性向上に向けて、施設
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か 利用者の意見、苦情をアンケートという形

で収集している。アンケートの回収率の向

上、指摘事項を社内人材育成にどのように

取り組んでいくかは今後検討の余地があ

る。 

業務基準書に沿った施設の維持管理がさ

れているか 

４ 指定された項目について正しく施設の維

持管理を進めている。また、維持管理の状

況は、決められた期間内に港区に提出され、

問題は見られない。 

 

 

イ 適正に事業が実施されているか 

 

判定結果：３ 

 

項目 個別

評価 

コメント 

（ア）組織体制 

判定結果：３ 

会議、ミーティング等が適切に行われて

いるか 

３ 勤務体制がシフト制なので、全員集まっ

てのミーティングができない状況である。

その代わり、重要連絡事項を回覧で配布し、

各自閲覧するという方式で情報共有を図っ

ている。 

回覧の内容は、お客様アンケートの結果、

売上に関する予算と実績の対比などであ

り、必要な情報は共有出来ていると判断で

きる。 

大平台地区では、保養所協議会というも

のもあり、地区としての情報共有も実施さ

れており、その情報も社内で共有されてい

る。 

 ハイランドリゾート社としては、会社と

して CS 委員会を立ち上げている。各施設か

ら参加者が集まり、様々なことが共有され

ている。みなと荘からは支配人またはマネ

ージャーが参加。月一回程度で実施されて

いる。委員会で話されている内容は、クレ

ーム事例、好事例などお客様対応に関する
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ことが中心。 

調理部門では、特段部門会議等は実施し

ていない。 

 

従業員への研修が適切に実施されている

か 

３ ハイランドリゾート（以下「本社」）とし

ては、従業員向けの階層別研修を実施して

いる。本社主催の研修には、支配人やマネ

ージャー、担当者が研修内容に応じて参加

している状況である。 

また、港区主催の研修（不当行為対応、

ハラスメント対応研修など）は施設の代表

者が受講している。代表者は、ほぼ支配人

が受けている。 

その他、みなと荘独自の内部研修は現状

実施していない。 

今後は計画的に全従業員が研修を受けら

れる環境整備について社内で検討すること

が求められる。 

 

事務分担は適切か ５ 組織図、職員配置表を作成し、しっかり

と管理されている。また、組織や配置に変

更があった場合は速やかに港区に提出して

いる。   

部門ごとに役割も決めらており、適切な

業務分担となっている。 

試泊時も、各部門は勤務シフトに従って

従業員が業務にあたっており、業務分担等

に問題は見られなかった。 

 

勤務体系に問題はないか ３ フロント部門、調理部門、レストラン部

門共に勤務体制に問題は見られない。レス

トラン部門は派遣社員を活用し、勤務体制

を確保している。 

 勤務体制は、シフトにより管理されてお

り、フロント部門は月 1 回、調理（洗い場

含む）部門、レストラン部門は、半月に 1回

シフトが確定している。 

 現状、勤務体制に問題は見られないが、

調理部門は現状人員を募集している状況に
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ある。現従業員の勤務、顧客サービス面か

らみても、早急に調理スタッフを補充する

方が良いと思われる。 

 尚、勤怠の管理については出勤簿にサイ

ンする形で管理されている。その後、給与

計算の締めに当たって、パソコンで各自の

勤務時間を確認する形となっている。 

また、有休管理、休暇願等は年休台帳で

しっかりと管理がされている。 

今後、確実に勤務時間を管理するにあた

っては、タイムカードの導入などを検討す

ることが望ましい。 

 

余剰人員はいないか ４ 現状、余剰人員はいない。既述の通り、

調理部門では現在人員募集中である。募集

方法はハローワーク、求人媒体（新聞折り

込み＋WEB）等を活用している。 

現状、なかなか社員が採用できないので、

派遣社員を活用し、正社員登用なども視野

に入れている。実際そのような登用例はあ

る。 

 

労働環境は適切に確保されているか 

 

３ 社員とは、雇用契約をしっかりと交わし、

雇用契約書は本社で管理されている。 

労働時間については、シフトで管理され

ており、出勤も出勤簿で管理されている。

年次有給休暇も取得できる環境にある。 

今後、残業等の管理を確実にするために

は、タイムカードなどを導入することが望

ましい。また、年次有給休暇等についても

率先して管理職等も取得することが望まし

い。 

その他、労働環境に大きな問題は見られ

ない。 

 

（イ）施設の適切な管理 

判定結果：５ 

業務のマニュアルを備えているか ５ 宿泊部業務仕様書、料飲部業務仕様書、

食器洗浄及び調理補助業務仕様書、客室清
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掃整備業務仕様書、フロントマニュアル（独

自制作）、レストラン業務マニュアル（独自

制作）、業務フロー等、しっかりと作成され

ており、管理にも問題は見られない。 

また、社員教育等のために OJT でこれら

マニュアル類が活用されている。 

その他、イレギュラー対応に備え、クレ

ーム対応マニュアルは、港区作成のものを

ベースに独自に編集している。衛生管理マ

ニュアル、新型インフルエンザの予防と対

策マニュアル等も独自にまとめられてお

り、マニュアル類に関する問題は見られな

い。 

 

法令等の違反はないか ５ 各種契約書等はファイル等で綴り、しっ

かりと管理されている。 

宿泊、飲食に関する届出各種もしっかり

と掲示されており、問題は見らない。また、

みなと荘に関連する各種法令の違反も試

泊、ヒアリングの結果、見られない。 

 

（ウ）重要書類及び財産の管理状況 

判定結果：５ 

個人情報の保護等、重要書類の管理状況

は適正になされているか 

５ 顧客に関する個人情報は、予約を受け付

ける JTB から毎月「利用登録者リスト（CD

ロム形式）」として郵送されてくる。それら

の個人情報のデータをパスコードのかかる

パソコンでしっかりと管理している。パソ

コン自体も鎖でつながっており、盗難等の

心配はない。 

その他、宿泊者名簿（顧客がチェックイ

ン時に記入する住所、氏名、電話番号など

の個人情報）は、基本的には永年管理され

ている。鍵がかかる書庫で約 1 か月間管理

し、その後は、倉庫の中の鍵がかかる書庫

に全て保管している。 

不必要な資料等は、シュレッダー又は溶

解処理で破棄するため、個人情報等が漏れ

る心配は少ないと判断できる。 
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財産管理は適切に行われているか ５ 金銭等は、庶務管理の金庫でしっかりと

管理されている。また、各売り場でも、金

銭等が存在するが適切に管理されている。 

具体的には、フロント、売店には各清算

用のレジがあり金銭が保管されている。レ

ストランにもレジ、金庫が存在する。 

尚、日々の売り上げは、平日であれば、

銀行に即入金され、大金が社内に残るリス

クを減らしている。 

金銭の管理は、支配人又は庶務マネージ

ャーが 1日 2回、朝 7時と昼 12 時に現金の

確認を行い、事務所内の大きな金庫で保管

している。 

金銭取扱いに関するマニュアルは存在し

ていないが、現状管理に問題は見られない。 

 

（エ）会計処理 

判定結果：５ 

執行計画に基づいた適正な会計処理がな

されているか 

５ 執行計画に基づいて、年度ごとに執行累

計を計算し、港区に清算依頼を実施してい

る。本社の経理も適切な会計処理を実施し

ており、会計処理上の問題は見られない。 

 

委託事業者との契約と支払いは適正にな

されているか 

５ 委託事業との契約書は本社で管理されて

おり、また、支払い等も本社で処理・実施

されているので適切であると判断できる。 

支払いに関する資料・帳票類は、FAX で

本社へ送信後、原本自体も社内便で本社へ

提出・保管することとなっている。 

尚、仕入れは、ハイランドリゾートとし

て他の施設と共に一括仕入れ（集中購買）

となっており、みなと荘分については、伝

票で割り振る形となっている。 

その他、支払い、買掛金等は、会計シス

テムで管理されており、また、港区に月一

回事業報告書という形で提出がされている

ので問題は見られない。 
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利用客からの売上金について適正な処理

がなされているか 

５ 売上金について、現金は金庫等でしっか

りと管理されている。売上、売掛金なども

会計システムでしっかりと記帳されてお

り、大きな問題は見られない。 

 

不適切な支出はないか ５  仕入業者等には、本社が振り込み対応し

ており不正等は発生し得ない状況である。  

どのように仕入れ業者を選定している

か、選定を定期的に見直しているかは定か

ではないが不自然な支出、関係性は確認さ

れていない。 

また、小口での支出もみなと荘内での管

理体制が整っており、問題は見られない。 

 

（オ）危機管理への認識 

判定結果：５ 

緊急時の体制が整備されているか ５ 緊急時の対応マニュアルについては、本

社が作成している。また、みなと荘も独自

に制作しており、しっかりと管理されてい

る。内容についても支配人、マネージャー

はしっかりと理解をしている。 

緊急時に備えた避難訓練等は実施されて

おり、緊急時の体制は整っていると判断で

きる。 

 

安全管理のマニュアルを備え、訓練など

を実施しているか 

５ 安全管理に関してはフローチャートがあ

り、緊急時に備えたマニュアルとして活用

できる。避難訓練は、年 2回（夏：日中避

難訓練、冬：夜間避難訓練）予定されてお

り、従業員等への安全管理の教育はしっか

りと実施されている。 

また、避難訓練実施に際しては、港区へ

しっかりと報告書が提出されており、共有

できていると判断できる。 

 

施設の安全点検等は適切に実施されてい

るか 

５ 施設の安全点検については、港区指定の

一覧表に従い実施されている。また港区に

提出・報告されて施設の安全面の状況も共

有もされている。 
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専門性が高いエレベーターなどの設備は

専門の外部の会社が定期的に点検を実施し

ており、記録として点検履歴が残されてい

る。 

同様にボイラーなどの大型設備も全てメ

ンテナンス会社と年間契約を交わし、専門

の職員が常駐し管理にあたっている。 

その他従業員で対応できる安全点検面も

適切に実施されており、大きな問題は見ら

れない。 

 

 

 

ウ サービス体制 

 

判定結果：３ 

 

項目 個別

評価 

コメント 

（ア）アンケート結果の検証 

判定結果：４ 

アンケート結果の内容把握、対応策の確

認 

４ 利用者アンケートについては予約を受け

ている JTB が結果をまとめており一覧表と

してみなと荘が管理している。アンケート

の中には、「Wi-Fi が使えるようにしてほし

い」、「BS のテレビが見たい」というハード

面に関する利用者の声や、「食事の味やサー

ビス面に関する意見」といったソフト面に

関する声が寄せられている。 

アンケートの内容、対応策については、

港区と定期的に共有されており、改善に向

けた努力が行われている。 

課題としては、アンケートの回収率をも

っと上げること、アンケートで指摘を受け

た事項を社員教育にどのように生かすかと

いう点が挙げられる。 

 その他、外部委託の清掃についてのアン

ケートの声は委託業者へ伝えることで改善

を図っている。 
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区が実施している定期モニタリングでの

指摘事項に対する対処状況 

５  港区のみなと荘担当者とは月一回の定期

モニタリングを実施し、しっかりと状況が

共有されている。特に、アンケートの声に

ついては情報の共有が徹底されており、備

品購入等については予算計上など双方で改

善に向けた動きを進めている。 

 実際、平成 31 年度は BS 放送の導入等を

検討している。 

 

（イ）苦情・トラブルに関する対応状況 

判定結果：５ 

苦情・トラブル発生時の記録状況、対応策

の確認 

５ 

 

 館内で発生した苦情・トラブルについて

は、「事故・クレーム時系列報告書」が作成

され、港区へ報告共有され、社内でも共有・

保管がされている。 

 作成に際しては、各マネージャーが作成

し、各部門で共有されている。 

 尚、頻発している苦情・トラブルは、部

屋割りの問題で、4 室しかない和洋室を利

用したいという利用者の声に物理的に応え

られないという点がある。部屋割りについ

ては、事前に利用者へ 1 件 1 件電話をかけ

て予約日時、人数等の確認、部屋の確認を

行っているが、なかなか全てのリクエスト

には応えられない状況で、現場も苦慮して

いる。 

 それ以外にも、食事等に関する苦情もあ

るが、可能な範囲で対応し、利用者へ理解

を求めている。 

 

（ウ）サービスの提供状況 

判定結果：３ 

サービスのレベルアップを図るための取

組を常に行っているか 

３  従業員のレベルアップに関しては、恒常

的に OJT で上長が教育を実施し、また利用

者の声などをしっかりと従業員間で共有す

ることで、レベルアップを図っている。 

その他、研修としての取り組みは、本社

主催のクレーム対応研修に従業員を一部派
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遣し受講させていることである。 

尚、勤務のシフト上、全員の受講は難し

い状況にある。 

 今後は、可能であれば、派遣社員等も働

いているので、みなと荘内で OJT 以外の年

間研修スケジュール等を作成し、計画的に

従業員のレベルアップを目指す取り組みを

進めることが望ましい。また、社内でのサ

ービススキルの等級制度を作るなど、従業

員のやる気を駆り立てるようなスキルアッ

プの見える化を図ることも効果的である。 

 

サービス提供における専門性などサービ

スの水準が保たれているか 

３  従業員のホテル運営に関する知識向上を

目指し、従業員向けに「ホテル知識向上問

題」というテストを作成し、従業員に受講

させている。このような取り組みで、箱根

に関すること、ホテル運営に関する専門的

なことが学習できる環境を作っている。 

 調理部門については、毎月変わるメニュ

ーについて、レストランスタッフに説明し、

各自の理解を深め、顧客にしっかりと説明・

案内ができるようにしている。 

 前述したように、CS 向上、専門的知識・

スキルアップに関しては、全従業員が計画

的に勉強できる仕組みを構築することは今

後求められる。 

 

（エ）従業員のヒアリング 

判定結果：５ 

従業員のモチベーション、日常の取り組

み事項の確認 

５ 社員に関しては、目標管理制度及び等級

制度が適応されており、モチベーションを

高める仕組みがある。目標管理制度に関し

ては、期初に各自、半期分の目標を設定

し、半年後に上長と面接を実施し、目標の

達成度合いを確認することとしている。 

また、本社の人事部による面接も実施さ

れている。それらの評価は従業員各自の賞

与に反映される形でモチベーションの維持

に繋げている。 
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その他、日常的な取り組みとして、従業

員間のコミュニケーションをよくするため

に、食事会・ボーリングなどの親睦会が実

施されている。これらのイベントを通じ

て、従業員間の風通しをよくするような工

夫はされている。 

 さらに、派遣社員から正社員へ登用され

ている例もあり、従業員としてはやりがい

を持って働ける環境であると言える。 

 

 

以上のように、３つの大評価項目に関しては、評価「４」が１個、評価「３」が 2 個となって

いる。また、中評価項目１０個に関しては、評価「５」が６個、評価「４」が１個、評価「３」が

３個となっている。最後に、個別評価項目２７個に対しても、評価「５」が１６個、評価「４」が

５個、評価「３」が６個となっている。 

以上のように、全ての項目が「問題なし」以上となっており、合格ランクの判定結果となって

いる。 

 

 

③ 試泊による評価 

 

 調査員の試泊により、サービス面（従業員の接客、身だしなみ等）、食事面（朝食、夕食のみ）、

ハード面（客室、大浴場などの館内設備）の３つの項目について 5 段階評価を実施した。評価の

結果は次のとおりである。 

 

１）サービス面 

① フロントスタッフ 

評価項目 評点 コメント 備考 

挨拶 ５ 会うスタッフは全て挨拶を実施し、気持ち

の良い印象を受ける。 

訪 問 時 間 は 

午前 11 時 

身だしなみ ５ フロントに従事するスタッフの身だしなみ

は宿泊業としてのスタンダードを満たして

おり問題は見らない。 

 

接客態度 ４ 訪問時はアイドルタイムであったためか、

フロントにスタッフは不在であった。また、

スタッフから顧客に声をかけるまで時間が

かかった点も気になる。接客態度に問題は

見られないが、もう少し笑顔が見られると

より良い印象を持たれる。 
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言葉遣い ５ 敬語、謙譲語、丁寧語がしっかりと使われ

ており問題は見られない。 

 

課題点 ・笑顔を全面に出すこと 

・フロント不在時の顧客対応 

 

 

② レストランスタッフ 

評価項目 評点 コメント 備考 

挨拶 ３ 全従業員が気持ちの良い挨拶をしている状

況ではない。朝礼等で「挨拶」、「おもてなし

のための最初の一言」には注意するように

指導することが望ましい。 

夕 食 利 用 時

（19 時過ぎ） 

身だしなみ ５ レストランで従事するスタッフの身だしな

みは飲食業としてのスタンダードを満たし

ており問題は見らない。 

 

接客態度 ３ 接客態度が事務的でトレーニングの余地が

ある。まず、笑顔をしっかりと作り、顧客に

寄り添う態度を示す必要がある。また、料

理の説明も丁寧にはっきりとした口調で行

うと顧客に対して良い印象を与えることが

できる。 

料理の提供のタイミングは、料理が出来上

がるタイミング、隣のテーブルとのタイミ

ングなど難しい面があるが、先に食べ終わ

っている顧客へは声をかけるなど、気配り

をしているというサインを顧客に示すこと

で顧客の印象が良くなる。 

 

言葉遣い ４ 言葉遣いに問題は見られないが、積極的且

つ活発なコミュニケーションを図っている

わけではないので、まず、顧客と適切なコ

ミュニケーションを図ることを意識すると

良い。また、親しみやすい言葉遣い、丁寧な

言葉遣いなど状況に応じて使い分けること

ができるとより良い印象を顧客に与えるこ

とができる。 

 

課題点 ・気持ち良い挨拶を実施する 

・笑顔を作り、親身な接客をトレーニングする 

・顧客とは適切なコミュニケーションを図る余裕を持つ 
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２）食事面 

① 夕食 

評価項目 評点 コメント 

テーブルセッティング ４ 先付からお造りは事前にセッティングされており、左上には

献立が置かれていた。その後は、一品一品料理が提供されて

くるが、お盆が小さいので、追加で出てくる料理がお盆に載

らないケースがある。これは、隣の顧客との配食のタイミン

グも関係すると思われる。追加の料理をお盆の外に置くこと

は仕方がない面もあるが、お盆のサイズを変える、お盆を使

わないセッティング、又は配食のタイミングのルールについ

ては再度スタッフ間で検討しても良い。 

品数・量 ５ 先付からデザートまで全 10 品。品数としては十分である。

一品一品の量も十分であり、問題はない。 

一方、年配の方、女性の中には、少し多いと感じる場合もあ

るかもしれない。 

料理の味 ５ 各料理とも創作性が感じられ、見た目も綺麗。一品ずつ提供

される料理も温度は適切であり味も美味。 

一方、趣向を凝らしているが故に、スタンダードな会席料理

を求める顧客層もいると思われる。毎月のメニュー変更で変

化を出しているのであれば問題はない。 

食材の質 ４ 海の幸を中心としたメニュー構成であったが食材の質は価

格相応。原価率、仕入れ状況に大きく影響される部分である

が、現状の価格帯、レベル感では合格ラインと言える。 

今後は地の物、季節の物など仕入れの幅を広げることを検討

しても良いと思われる。 

食器・盛り付け ４ 食器、盛り付けはカラフルで印象が良い。価格帯を考えれば

標準的な食器類と思われるが、不満になる要素はない。 

料理の独創性 ５ パイに包まれたオニオンスープ、海老入りの湯葉シュウマ

イ、漬けマグロのちらし寿司など、他の旅館ではあまり見ら

れない独創的なメニュー構成となっている。好みの分かれる

メニュー構成であるが、独創性は高いと判断できる。 

飲み物 ４ アルコールメニューは、標準的に一通り揃えられており（ビ

ール、ワイン、日本酒、焼酎など）、問題は見られない。レス

トランおすすめドリンク、山梨ワインコレクションなど施設

がお勧めしたいドリンクは、別紙 1枚でまとめており顧客へ

の訴求力を強めている。価格帯もリーズナブルなラインナッ

プとなっている。 

課題点 

 

・お盆の使い方、追加料理の提供方法を再度検討 

・地産地消を意識した仕入、メニュー構成の検討 
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② 朝食 

評価項目 評点 コメント 

テーブルセッティング ４ 八寸、小鉢、煮物などは事前にセッティングされている。鯵

の干物、ごはん、みそ汁などはその後提供される。全 9品。

半月盆に綺麗に配置されている。また、夕食同様、献立が各

テーブルにセットされている。 

品数・量 ４ 全 9品と品数は標準である。一方、各品の量はやや少なく、

男性としては少し足りないという印象を持つ。ごはんのお替

りなどを要求されるケースもあると想定される。シニア層の

利用をメインに据えているのであれば、現状の品数、量で問

題はない。 

料理の味 ４ 各料理の味は標準的なおいしさである。温度もアジの干物、

ごはん、みそ汁などは温かく提供されている。標準的である

が、もう少し独自性を凝らす、鯵の干物以外にも目玉メニュ

ーを作るなど、インパクトのあるメニューを開発しても良

い。 

食材の質 ４ アジの干物は美味しいものであった。その他のものは価格相

応の食材と言える。 

食器・盛り付け ４ 夕食同様、食器、盛り付けはカラフルで印象が良い。 

アジの干物が少し深いお皿に載っていたので、平皿等に変更

することは検討しても良いと思われる。 

課題点 ・各料理の量についてはターゲット顧客に応じて再度検討 

・朝食の目玉となるメニューの開発 

 

 

３）ハード面（客室、大浴場などの館内設備） 

① レストラン 

評価項目 評点 コメント 

雰囲気・テーブル配置 ３ レストランは綺麗で清潔な印象を持つ。一方、食堂というよ

うな雰囲気もあり、高級感は感じられない。特に、中央に作

業台がある点、奥の作業スペースが目に入る点が気になる。

また。テーブルは通常の木製テーブルであり、高級感はない。

配置も効率的に配置されているが、ゆっくりできるというよ

うな雰囲気とはなっていない。 

掲示物／メニューブック ３ 色々な案内サインが入口から貼られているが、どれも文字が

多く、もっとデザイン性を重視した掲示物でも良いと思われ

る。メニュー等についても、文字が多いので、もう少し写真

やイラストを交えて雰囲気を重視したメニューブックにし
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ても良い。 

内装／備品 ３ 高級感が感じられるものではなく、標準的である。一定数の

リピーターもいるので、調度品、内装など可能な範囲で手を

入れていくと変化が感じられ、リピーター顧客の目も楽しま

せることができる。 

照明／空調 ４ 夜間の照明は適度な明るさが保たれており、また雰囲気もよ

く、問題は見らない。朝食、昼食時は窓から十分な明かりが

入る。空調についても問題はない。 

清掃状態 ５ ほこりなども目につかず綺麗に状態である。テーブルなども

清潔に保たれており食事箇所として問題はない。 

課題点 ・食堂というような雰囲気を変えることを検討 

・レストラン中央にある作業台等の配置 

・掲示物、メニューブックはデザインを重視したものに変化するこ

とを要検討 

 

② 大浴場 

評価項目 評点 コメント 

脱衣場 ５ 広々して大浴場としての快適な雰囲気を備えている 

内湯 ５ 温泉の温度も適切であり、浴槽も清潔な状態であった。快適

な入浴を提供できる状態にある。 

露天風呂 ４ 特に問題ではないが、外気温の影響か内湯に比べて温度が低

い。木々に囲まれて雰囲気は良いが、温度の管理や浴槽の清

掃状態には注意が必要である。 

洗い場 ５ 整理整頓がされており清潔感がある。 

アメニティー類 ４ 一通り揃っており問題は見られない。 

課題点 ・露天風呂の温度管理、清掃状況の確認 

 

 

③ 売店について 

評価項目 評点 コメント 

スペース／内装 ４ ロビーの後ろのスペースに売り場があり十分な空間を確保

している。内装も綺麗で居心地の良い環境となっている。 

品揃え／陳列 ４ 品揃えはスペースが限られているので十分とは言えないが、

限られたスペースを十分生かし買い物がしやすい状況と言

える。 

課題点 ・陳列スペース、品ぞろえは一定期間を設けて見直すことで変化を

つくること 
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④ 客室 

評価項目 評点 コメント 

間取り／配置 ４ 広々とした客室が多く、快適な空間となっている。窓から見

る木々も綺麗で解放感が感じられる。和室に関しては、清潔

感があり、中央にあるテーブルも整然としている。卓上の案

内も情報量は十分で見やすいものとなっている。売店の商品

案内もされており一定の販売促進効果も見られる。 

内装／備品／家具／調度

品 

３ 内装はシンプルで綺麗なものである。畳も綺麗な状態であ

る。備品、調度品は、必要最低限のものが揃っているという

状況にある。一部の客室の壁は汚れが見られるところもある

ので再度各客室の状況を把握することが望ましい。 

洗面所／トイレ ４ 清潔な状態が保たれており問題は見られない。トイレ内に空

気清浄機を置いている部屋もあり、また便器下にはタオルが

敷いてあり衛生面への配慮がされている。 

アメニティー類 ４ 標準的な浴衣、タオルなどが揃っている。その他、洗面にあ

るアメニティー類、ドライヤー類も標準的なもので問題はな

い。 

課題点 ・客室内の壁などの汚れ 

 

 

⑤ 館内設備他 

評価項目 評点 コメント 

フロントロビー ５ ・明るく清潔感があるフロント。 

・手作りの掲示物（箱根のガイドマップ）などがあり、工夫

が凝らされている。 

・バス時刻表、登山鉄道時刻表なども掲示されており顧客に

とってはありがたい。 

・ロビーは天井が高く落ち着いた雰囲気となっており、快適

な空間が演出されている。 

共用トレイ ４ ・清潔な状態が保たれている。 

・一部故障している便器などがあるのが目につく 

宴会場 ３ ・窓が大きく、落ち着いた空間となっている。 

・テーブル、椅子も空間になじむ落ち着いたものであり統一

感がある。 

・大画面のテレビは「故障中」との張り紙があったので、ト

イレの便器の故障同様、顧客には目につく状態である。 

キッズルーム ４ ・子どもが遊ぶには十分なスペースがある 

・庭園に面したガラス窓からの採光も十分であり、子供が遊
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ぶ環境としては問題ない。 

・清掃面も問題なく、遊具などもしっかりと片付けられてい

る。 

・遊具も子どもが遊ぶには問題ない程度揃っている。 

図書室 ３ ・スペースは狭いが落ち着いた空間となっている。 

・蔵書は港区のものであるが、もう少し顧客ニーズに沿っ

て、テーマ性を持ったラインナップにしても良いと思われ

る。 

区民ギャラリー ４ ・廊下に掲示されている絵画はインテリアとしても雰囲気

づくりに一役買っている。 

遊戯室／卓球台 ４ ・ゲーム機などは一通り揃っている。 

・照明、空調にも問題は見られない。 

カラオケルーム ４ ・標準的なカラオケルーム、設備となっており、旅の一環で

カラオケを楽しむには十分であるといえる。 

廊下／エレベーター／休

憩スペース 

３ ・ゴミなどは落ちておらず清潔な状態が保たれている。 

・エレベーターの脇にゴミ箱なども配置されており、すぐに

ゴミなどを捨てられる環境が出来ている。 

・ゴミ箱にかけられているゴミ袋か目につく青色であり、

「いかにも業務用」という印象を与えるので透明の物など

に変更できるとより良い。 

・エレベーターも清潔で明るい環境が保たれている。 

・エレベーター内の掲示物に一部日時が古いものがあり、定

期的に見直すなどの必要はある。 

・一部の階のエレベーター乗り場の壁は、傷が目立つので修

繕などの対象とすることも一考である。 

・その他、休憩スペースは清潔且つ十分なスペースが保たれ

ている。一部照明が暗いと思われる個所もある。 

課題点 ・故障している便器、大型テレビなどは修理・修繕の対象とするこ  

 と 

・図書館の蔵書については再考の余地がある 

・廊下に配置してあるゴミ袋の色の変更 

・エレベーター乗り場の壁の傷は修繕の対象とすること 
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表２：主たる項目の評価結果一覧表 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

大項目
判定
結果

中項目
判定
結果

個別評価
判定
結果

事業計画書の提出がされ、事業計画に従った施設運営
がされているか

5

業務実績報告書等の報告がされているか 4
施設利用者アンケートが実施されているか 4
業務基準書に沿った施設の維持管理がされているか 4
会議、ミーティング等が適切に行われているか 3
従業員への研修が適切に実施されているか 3
事務分担は適切か 5
勤務体系に問題はないか 3
余剰人員はいないか 4
労働環境は適切に確保されているか 3
業務のマニュアルを備えているか 5
法令等の違反はないか 5
個人情報の保護等、重要書類の管理状況は適正になさ
れているか

5

財産管理は適切に行われているか 5
執行計画に基づいた適正な会計処理がなされているか 5
委託事業者との契約と支払いは適正になされているか 5
利用客からの売上金について適正な処理がなされてい
るか

5

不適切な支出はないか 5
緊急時の体制が整備されているか 5
安全管理のマニュアルを備え、訓練などを実施してい
るか

5

施設の安全点検等は適切に実施されているか 5

アンケート結果の内容把握、対応策の確認 4

区が実施している定期モニタリングでの指摘事項に対
する対処状況

5

苦情・トラブルに関する対応状
況

5 苦情・トラブル発生時の記録状況、対応策の確認 5

サービスのレベルアップを図るための取組を常に行っ
ているか

3

サービス提供における専門性などサービスの水準が保
たれているか

3

従業員のヒアリング 5 従業員のモチベーション、日常の取り組み事項の確認 5

サービスの提供状況 3

事業計画の実行状況
の確認

4
基本協定書、業務基準書及び事
業計画書に基づいた事業運営が
なされているか

3

施設の適切な管理 5

サービス体制 3

組織体制 3

適正に事業が実施さ
れているか

3 重要書類及び財産の管理状況 5

会計処理 5

危機管理への認識 5

アンケート結果の検証 4
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表３ 試泊に評価結果一覧表 

 

大項目 中項目 個別評価
判定
結果

挨拶 5
身だしなみ 5
接客態度 4
言葉遣い 5
挨拶 3
身だしなみ 5
接客態度 3
言葉遣い 4
テーブルセッティング 4
品数・量 5
料理の味 5
食材の質 4
食器・盛り付け 4
料理の独創性 5
飲み物 4
テーブルセッティング 4
品数・量 4
料理の味 4
食材の質 4
食器・盛り付け 4
雰囲気・テーブル配置 3
掲示物／メニューブック 3
内装／備品 3
照明／空調 4
清掃状態 5
脱衣場 5
内湯 5
露天風呂 4
洗い場 5
アメニティー類 4
スペース／内装 4
品揃え／陳列 4
間取り／配置 4
内装／備品／家具／調度品 3
洗面所／トイレ 4
アメニティー類 4
フロントロビー 5
共用トレイ 4
宴会場 3
キッズルーム 4
図書室 3
区⺠ギャラリー 4
遊戯室／卓球台 4
カラオケルーム 4
廊下／エレベーター／休憩スペース 3

売店について

客室

館内設備他

レストランスタッフ

サービス面

夕食

食事面

朝食

ハード面（客室、大浴場
などの館内設備）

レストラン

大浴場

フロントスタッフ
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４．まとめ 

 

（１） 第三者評価の結果 

① 評価結果 

みなと荘に対する第三者評価を「事業の計画面」、「事業の実施面」、「利用者へのサービス面」

の 3 点から実施したが、全ての項目において、緊急性を要する問題は見られず、同施設は適切に

運営がされていると判断できた。一方、喫緊の課題ではないが、「従業員間の情報共有の在り方」、

「従業員のスキルアップ」、「人材不足・勤怠管理」については、今後改善に向けた自主的な取り

組みが求められる。 

 また、調査員がみなと荘に試泊し、サービス面（従業員の接客、身だしなみ等）、食事面（朝食、

夕食）、ハード面（客室、大浴場などの館内設備）の３つの項目について評価を実施したが、こち

らも全ての項目で合格点となった。一部、「レストランスタッフの対応」、「レストランのメニュー

ブック」、「レストランの内装」などといったレストランに関する点は、さらに評価を上げること

ができると思われるが、現状、顧客の不満やクレームにつながる問題は見当たらない。 

 

 

（２）改善項目及び改善の方向性 

①  改善項目及び改善の方向性 

 

第三者評価で評価をさらに上げることができる項目について、改善の方向性を論じる。 

 

・改善項目１：従業員間の情報共有の在り方 

現状 � みなと荘ではシフト制での勤務となっており、全従業員が顔を合

わせて会議を実施する機会が少ない。 

� このような中、回覧形式で情報の共有を行っている。 

改善の方向性 � 部門内では 1 か月に 1 回程度、全社では 2・3 カ月に一回程度は

顔を合わせての会議・ミーティングを実施することが望ましい。 

� そのために、長期シフトを組む際に、あらかじめ会議・ミーティ

ングの予定を確保する。 

� 懇親会や会合等とセットで会議・ミーティングを実施する。 

� 全員がその場に集まるのが難しいのであれば、携帯電話等の機能

の「遠隔システム」を活用して、オンライン・オフラインを活用

して全員が参加する場を作る。 

その他の提案 � 回覧での情報共有は、会社からの一方的な情報伝達になりがちな

ので、従業員からの悩みや相談事、質問等を受け付けることが可

能となる「目安箱」の制度導入を検討する。そうすることで、一

方通行の情報伝達から双方向の情報共有に変わっていく。 
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・改善項目２：従業員のスキルアップ 

現状 � みなと荘の従業員は契約形態、勤務シフトの関係で、集合研修等

の OFF-JT 型の研修（＝職場を離れて集中的に教育を受ける研修）

を全従業員が受けることが難しい。 

� 一方、従業員のレベルアップの観点、本人の業務に対するモチベ

ーションアップの観点からも、計画的に全従業員が研修を受けら

れる仕組みを作ることは重要である。 

改善の方向性 � 会議・ミーティング同様、事前に（通常期初など）、計画的に全

従業員の研修スケジュールを作成し長期シフトに組み込む。 

� みなと荘内で独自研修メニューを増やす。 

� 自主的にいつでも手軽に学習を実施できる仕組み（オンラインや

通信教育）を構築する。 

その他の提案 � 従業員を対象とした「サービスコンテスト」や「社内等級制度」

を作ること。顧客からの良い評価や本人の努力によるスキルアッ

プが昇給やコンテストの受賞につながれば、従業員のモチベーシ

ョンアップにつながる。 

 

 

・改善項目３：人材不足・勤怠管理 

現状 � みなと荘では、慢性的に人材不足が発生し、募集をかけてもなか

なか人材が集まらない。 

� 勤怠管理にタイムカード等を活用していない。 

� 「働き方改革」の実行に向けた管理職の意識が弱い点なども散見

される。 

改善の方向性 � 人材募集については、あらゆる方法を活用し、従業員の募集に力

を入れるべきである。具体的には、人材募集の広告掲載、人材エ

ージェント・紹介会社の活用、既存従業員からの紹介、ハローワ

ークでの求人などである。 

� 募集方法については、条件面や仕事面ばかりを記述するのではな

く、企業風土、どのような社員が働いているか、福利厚生面につ

いて詳しく情報を提供することで応募人数が増える可能性があ

る。 

� 勤怠の仕組みの確立については、日々の勤怠管理にはタイムカー

ドを導入することが望ましい。現在の社会的風潮から、タイムカ

ードの導入は避けて通れない。 

� 「働き方改革」の実行に向けた管理職の意識を高める点は、管理

職が率先して年休等を取得すること、外部講師の指導のもと管理

職向け意識改革に向けたワークショップ等を実施することも有

効である。 
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その他の提案 � 管理職自らワークアンドライフバランスを率先すれば、その他の

従業員も年次有給休暇などが取りやすくなり、企業風土が変わっ

てくる。このようなサイクルになると、従業員の雇用拡大や定着

にもつながっていく。故に、管理職について、年休所得率も評価

項目に入れるなど大胆な制度変革を検討しても良い。 

 

 以上のように、3つの改善項目について、一つ一つ出来ることから改善に取り組めば、みなと荘

はさらに良い施設となり、利用者に支持され、従業員も伸び伸び働ける環境を確立することがで

きる。 

以上 

 


