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葉山公園、はやま三ヶ岡山緑地について 

■葉山公園 －景勝の地「葉山」に立地し、海が眼前に広がる公園－ 

・御用邸に隣接する葉山公園は、かつては御用邸付属の馬場でした。昭

和 21 年 10 月に神奈川県に払い下げられ整備し、昭和 32 年４月に

「近隣公園」として開園しました。相模湾が眼前に広がり、富士山と

江ノ島を望む絶好のビューポイントにあり、景勝の地｢葉山｣に相応し

い公園です。クロマツ林のなか芝生が広がり、ハマナスが群生する海

辺の公園で、夏は海水浴やマリンスポーツで賑わいますが、秋から春

にかけては煌めく相模湾越しに富士山を望む散策の地となります。 

■はやま三ヶ岡山緑地 －緑豊かな眺望にも恵まれた「都市林」－ 

・葉山の魅力を代表する「海と山」を、県民が気軽に堪能できるのが「は

やま三ヶ岡山緑地」です。標高約 140m の三ヶ岡山（大峰山）一帯

は、主として「動植物の生息地又は生息地である樹林地帯等を保護す

る目的」で設定された、「都市林」で豊かな緑が保たれています。 

・三つの峰が続く尾根道は、丸太階段やベンチ、四阿等が整備されたハイキングコースで、春にはサク

ラやツツジ、初夏にはアジサイ、夏にはノカンゾウ等の花々と野鳥が、訪れるハイカーを迎えてくれ

ます。また、展望台や山頂広場からの海と富士山を望む眺望は素晴らしく、「関東の富士見百景」にも

選定されています。 

■当社は、上述のとおり特色ある「葉山公園」並びに「はやま三ヶ岡山緑地」を、以下に述べる管理運営

方針に従って適切に維持し、多くの県民に利用して頂けるように管理運営を行います。 

（１）指定管理者業務全般を通じた団体等の総合的な運営方針、考え方 

■公園指定管理者としての役割 

｢県民が主役｣の「地域に根付いた親しみのある施設」の実現 

・本施設の設置目的を踏まえ、利用者並びに地域住民を含

めた｢県民が主役」の視点で地域に密着した管理運営に

努めます。 

・多くの県民に利用して頂けるように利用者層の掘り起こ

しを図りながら｢地域に根付いた親しみのある施設」の

実現を基本的な理念とし､｢自らの楽しみを育む癒し空

間の形成｣と「生涯利用の促進」を目指します。 

・県民並びに利用者の多様且つ高度なニーズの把握に努

め、多様な利用機会を提供するプログラムやサービス

メニューを充実させます。 

・「公の施設」であることを踏まえ、社会の動向も見据え

ながら、法令遵守のもと、平等利用の確保を図り本施設

の効用を最大限に発揮させます。 

■公園の運営理念 

①本施設のもつ「ハブ機能」を活かした施設づくり 

・本施設は、公の施設として、人々が集い、活動・交流し、 

情報発信していく「ハブ機能」（右図）を活かしたまちづ

くりの拠点として地域の課題や県並びに葉山町の施策に

応じた施設づくりを目指します。 

・県民の学びと楽しみの場を育み、県とともに地域住民や利

用者の求めに応じてイベントや学習会の開催を企画し、施

設の有効利用と地域力の向上を目指します。 

＜管理運営の基本的な概念＞ 

＜公の施設のもつハブ機能と地域の課題＞ 
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②公の施設の指定管理者としての7つの視点 

・指定管理者には、公の施設の管理代行者として、関係法令 

や条例の遵守はもとより、右図の7つの視点に立った適切 

な管理運営が求められていると認識しています。 

・当社は本施設の設置目的を十分理解のうえ、7つの視点に 

基づく明確な方針のもと、質の高いサービスを提供してい 

くとともに、業務の効率化を図り、経費の縮減に努めます。 

■公園指定管理者としての総合的な運営方針の設定 

 

 

 

 

 

 

■運営方針１：県・地域住民・利用者と一体となった管理運営による3Win＋１Winの実現 

・3Win（県・地域住民・利用者）＋１Win（指定管理者）の事業運営により、4者の共益を実現します。 

◆県⇒「みんなが元気になる公園、みんなで元気にする公園」の実現 

※平成23年「神奈川県立都市公園の整備・管理の基本方針」より引用 

  ◆地域住民⇒自然環境系をはじめとした地域各団体との連携と協働による地域活性化への貢献 

   ◆利用者⇒施設の適正な維持とサービス向上による顧客満足度アップに伴うリピーター化  

◆指定管理者⇒3Winによる当社の評価と事業遂行スキルの向上 

・本施設の特性と利用状況を十分把握し、多様化・高度化する

利用者ニーズに応え、県の施策や課題に合致した質の高い公

共サービスを安定的且つ継続して提供します。 

・新しい行政運営（NPM）や公民協働（PPP）の考え方を取り

入れ、地域の一員として地域住民・各団体との連携・協働を図

り、本施設の効用を最大限に発揮させます。 

・イベントや学習会の講師や参加者に地域住民や団塊世代の協力

を募り、将来のボランティアグループ化を進める等、地域の高

年齢者の「居場所」と「出番づくり」の拠点としても本施設を

活用していきます。 

■運営方針２：安全・安心で快適な施設環境づくり 

・当社は、「維持管理基準書」の水準を満たすだけではなく、安全性と衛

生面の確保と快適性・機能性の確保を重視するとともに、スタッフの内

作業務により施設性能維持とライフサイクルコスト（LCC）の縮減に努

め、より一層の高品質なサービスを積極的に提供します。 

・利用者の安全確保を最優先にした、緊急時の体制や「バックアップ体制」

を構築し、「管理運営マニュアル」の活用、スキル向上を目的としたス

タッフの教育研修体系を継続して実施します。 

・「ヒヤリハット事例集」「危険予知（KY）シート」を作成し、教育研修

を通じてスタッフ全員に周知徹底します。 

・施設設備の維持管理にあたっては、当社独自に定める「日常定期チェッ 

 クシート」に基づいて点検を実施し、適宜修繕を行い、利用者にとって安全・安心で快適な施設を提供

します。 

＜サービス提供についての視点＞ 

－公園指定管理者としての総合的な運営方針－ 

■運営方針１：県・地域住民・利用者と一体となった管理運営による3Win＋１Winの実現 

■運営方針２：安全・安心で快適な施設環境づくり 

■運営方針３：利用しやすく親しみのある施設を目指したホスビタリティ溢れるスタッフの対応 

■運営方針４：地域各団体との連携による利用促進策と広報活動の強化による地域活性化 

■運営方針５：モニタリングによる利用者ニーズの把握と業務への反映 

 

＜新しい行政運営の概念図＞ 

＜維持管理の基本的な考え方＞ 
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 ・清掃や植栽剪定、修繕業務に際しては、利用者の妨げにならないよう実施時間帯等に配慮するとともに、

十分な安全対策を講じます。 

・本施設の巡視としての「安全パトロール」を

強化し、施設･設備の危険箇所の早期発見に

よる予防保全と修繕を迅速に行います。 

・また、危険箇所については「ハザードマップ

を提示し、利用者への注意喚起も行います。 

■運営方針３：利用しやすく親しみのある施設を目指したホスビタリティ溢れるスタッフの対応 

・利用者の視点に立ち、スタッフ全員に本施設の特徴や設備に関する知識を教育研修を通じて周知徹底さ

せ、よくある質問リストと各種マニュアルを活用して正確で迅速なサービスを提供します。 

・スタッフは全員がユニフォームと名札を着用するとともに笑顔を絶やさず、利用者からも声がかけ易い

雰囲気づくりを行います。 

・利用者の求めに応じた案内ができるように、当社の受付マナー教育を習得したスタッフを配置して「ホ

スピタリティ溢れる対応」と「ユニバーサルサービスの提供」に努め、健常者、障がい者を問わず誰も

が親しめる運営を目指します。 

・スタッフ全員に対し、コンプライアンス研修を通じて「法令遵守」と「平等利用の確保」を図ります。 

■運営方針４：地域各団体との連携による利用促進策と広報活動の強化による地域活性化 

・「NPO法人葉山まちづくり協会」を通じて地域の各種市民団

体と連携・協働して、本施設の設置目的に沿った子どもか

ら高年齢者まで、障がいのある方々を含め、自らの楽しみ

と学習を育めるような施設のイベントや学習会等を企画・

実施して地域の活性化に貢献してまいります。 

・独自のホームページからイベント情報や駐車場の満空状況

等の利用者にとって利便性の高い情報をリアルタイムで発

信し、「行ってみたい、利用してみたい」という気持ちを喚

起します。 

■運営方針５：モニタリングによる利用者ニーズの把握と業務への反映 

・本施設内に設置する「ご意見箱」や定期的に実施するアンケートによる顧客満足度調査等を通じて、利

用者のニーズや要望をデータベース化し業務に反映させるとともに、セルフモニタリングを実施して公

共性の確保と社会的責任を踏まえた事業展開を行います。 

・業務の反映には「PDCA（Plan：計画、Do：実施、Check：評価、Action：改善）マネジメントサイ

クル」を用いて明確な目標設定を行い、継続的な業務改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜当社指定管理者施設のホームページ例＞ 

＜PDCA マネジメントサイクル＞ ＜セルフモニタリングの進め方＞ 

＜パトロール 

腕章着用の 

スタッフ＞ 
＜ハザードマップ例＞ 
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（２）当該公園の特性を踏まえた管理運営方針 

 ■「葉山公園」の特性(現状)と課題・対応例 

 ・当社は、現地での実地調査及び過去のモニタリング報告に基づき、以下のとおり本施設の特性(現状)を

把握し、課題・対応例について検討を行いました。 

 ・なお、検討を行ううえでの「視点」は「神奈川県立都市公園の整備・管理の基本方針」(平成23年３月)

で示された「施設体系」を構築する「4つの視点」を引用・活用させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点 主要な特性(現状) 課題・対応例

１）公園のシンボルともなる
　　景観美をなすクロマツ林
　　の保全
２）クロマツの薦巻がされて
　　いないように見受けられた
３）越境枝が散見される

・松くい虫等の病害虫の早期発見と定期
　的防除
・冬季の薦巻の実施
・迅速な枯れ枝や支障枝の伐採処理
・危険予知、予防保全を前提とした樹木
　剪定・伐採

４）ハマナスに代表される
　　様々な海浜植物の植生
　　が見られるが、ラベル
　　の痛みが散見される

・ハマナス等の開花特性を把握した育成
・病害虫の早期発見と定期的防除
・植生概要を記したネイチャーラベル
　のリニューアル化

５）憩の場となる海一望の
　　芝生広場の裸地化が
　　散見される

・裸地化した芝生地の修復
・芝生地の適正管理

１）相模湾に面した海抜の
　　低い(3～9m)位置にあり、
　　津波災害の危険が高い
２）避難場所がわかりにくい

・地震・津波警報発生時の拡声器
　による迅速な注意喚起と避難誘導
・災害対応型自販機の設置
・災害時緊急連絡用衛星電話の設置
・避難場所経路案内図(氏子会館)の設置

３）園内散策に適した整備
　　された園路
４）障がい者専用駐車の
　　表示が見当たらない

・足腰の不自由な方への車いす無料貸出し
・聴覚障がい者対応の筆談ボードの設置
・障がい者専用駐車場の確保

１）NPO葉山まちづくり協会
   　を中心に市民活動が活発な
   　地域である

・NPO葉山まちづくり協会を通じて
　加盟する各市民団体にイベント開催
　に関する連携と協働を働きかける

２）夏季に来園者が集中し、
　　秋冬季、特に平日は
　　閑散としている

・秋冬季の公園の魅力づくりや平日に
　シニア層を対象としたイベント開催
　を市民団体と連携して行う

１）夏季には海水浴やマリーン
　　スポーツで多くの来園者で
　　賑わうが、トラブルも発生
２）バーベキューやゴミに対し
　　て利用マナーが遵守されて
　　いない

・園内でのバーベキューをはじめとした
　火気の使用禁止、ゴミの持ち帰り等の
　利用指導を安全パトロールを通じて徹
　底する
・「公園マナーアップキャンペーン」等
　のイベントを企画する

３）夏季に駐車場利用が集中
　　して周辺道路が混雑し、
　　車両の出入りが困難となる
４）スタッフの接遇態度に課題
　　※ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞやｱﾝｹｰﾄ調査より

・夏季の繁忙期には、交通誘導資格者を
　配置して交通誘導の円滑化とトラブル
　防止を図る
・駐車場の出入口に「一時停止の標識」
　を設置する
・現地スタッフに対し当社マナー講師によ
　る接遇マナー研修を定期的に実施する

５）御用邸付属馬場であった
　　由来があり、景勝地である
　　が、気品のない看板等が園
　　内に散見される

・園内看板を見直し、リニューアル化
 を図る
・劣化した由来を記した銘板碑の補修
・御用邸付属馬場の面影を残す石垣等
　を近代遺構として示す

６）休憩所の受付案内が機能
　　していない
７）ホームページ記載のお問合
　　せ先が現地になっていない
８）ＡＥＤ表示が目立たない

・現地スタッフがﾛｰﾃｰｼｮﾝを組み、受付
　を担当し、ＡＥＤ表示の明確化も行う
・葉山町観光協会と連携して、名産品の
　PRや利用状況に即したグッズの販売
　やレンタルを行う

  １．自然環境の
       保全と活用

  ２．災害対策と
       バリアフリー化

  ３．地域活性化
　　 への貢献

  ４．効率的で効果
　　的な公園整備
　　とサービス
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 ■「葉山公園」の特性を踏まえた管理運営方針の設定 

 ・当社は綿密な現地調査と「特性(現状)と課題・対応例」及び「神

奈川県立都市公園の整備・管理の基本方針」(平成23年３月)で

示された右記の「葉山公園 特性把握レーダーチャート」に基

づき、検討を重ねた結果、以下のとおり「葉山公園の特性を踏

まえた管理運営方針」を設定いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「はやま三ヶ岡山緑地」の特性(現状)と課題・対応例 

・当社は上述の「葉山公園」同様に「はやま三ヶ岡山緑地」についても以下のとおり特性（現状）を把握

し、課題・対応例について検討を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

－葉山公園の特性を踏まえた管理運営方針－ 

１．景勝の地「葉山」に相応しい「県民の憩いの場」としての樹木・植物管理を徹底する 

２．想定される地震・津波災害への防災（減災）活動が迅速に行われる体制を構築する 

３．地域活性化に繋がる「県民交流の場」としての役割を担うと共に、公園管理運営への 

「地域住民の参加」を醸成し、あらゆる機会を捉えて利用促進を推進する 

４．年間を通じて利用状況に応じた円滑な駐車場の管理運営を果たす 

５．健常者、障がい者を問わず県民の誰もが親しめるように、スタッフによるホスピタリティ

溢れる対応とユニバーサルサービスの提供を行う 

視点 主要な特性(現状) 課題・対応例

１）公園全域が近郊緑地特別
　　保全地区に含まれている
２）良好な保全状態の常緑樹
　　が主体となっている
３）林床植物も豊かな状況
　　である
４）蝶をはじめ多くの昆虫類
　　や野鳥が生息している

・現状の良好な「都市林」としての環境
　を保つために、適正な樹林管理を行う
・枯れ枝、病害枝・支障枝の除去
・枯損木処理・危険木等の伐採
・病虫害の防除
・下草刈り(除草)

５）樹木ラベルが無機質でそ
　　ぐわない

・園路沿いの樹木ラベルはハイカーをは
　じめ多くの人の目につくので、癒し感
　のある木製ラベルを市民団体等と協働
　して制作し取り付ける

６）ハイキングコース上の広場
　　や展望デッキからの眺望は
　　優れており、「関東の富士
　　見百景」に選定されている

・人気のある眺望を保つために、計
　画的に支障枝や枯木の伐採を行い、
　「関東の富士見百景」に相応しい
　状況の保全に努める

１）公園区域の一部は県の土砂
　　災害警戒区域に指定されて
　　おり、崖崩れや崩落発生の
　　リスクがある
２）園路の一部に急傾斜あり
３）利用者への災害時の注意
　　喚起類の表示がない

・ホームページや立て看板を通じて
　利用者に注意喚起を行う
・大雨等警報発令時には登り口に進
　入禁止のバリケードを設置する
・警報解除後はリスクの高い箇所の
　安全確認と報告を行う

４）山火事消火用消防ポンプ
　　が設置されている

・安全パトロール時に火気使用者が
　いた場合は利用指導を行う
・消防ポンプの定期点検以外にも、
　動作確認を消防訓練を兼ねて行う

５）幼児から高年齢者まで
　　が遠足や散策を楽しめ
　　るように園路・施設が
　　整備されている

・１回／日の安全パトロール時の工作
　物目視点検徹底と迅速に修繕を行う

  １．自然環境の
       保全と活用

  ２．災害対策と
       バリアフリー化
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■「はやま三ヶ岡山緑地」の特性(現状)と課題・対応例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■はやま三ヶ岡山緑地の特性を踏まえた管理運営方針の設定 

・当社は「葉山公園」同様に現地調査と「特性(現状)と課題・対応

例」及び「神奈川県立都市公園の整備・管理の基本方針」(平成 

23年３月)で示された右記の「はやま三ヶ岡山緑地 特性把握レ

ーダーチャート」に基づき、検討を重ねた結果、以下のとおり 

「はやま三ヶ岡山緑地の特性を踏まえた管理運営方針」を設定い

たしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－はやま三ヶ岡山緑地の特性を踏まえた管理運営方針－ 

１．良好な「都市林」としての環境を保つために、適正な樹林管理を行う 

２．「関東の富士見百景」に相応しい眺望の保全に努める 

３．崖崩れ等の土砂災害に対する利用者への注意喚起と迅速な対策が取れる体制を構築する 

４．子供から高年齢者まで、県民が安全・安心に散策やハイキングを楽しめるように園路及び 

各施設の保守点検・補修を着実に実施する 

５．地域の自然環境系市民団体と連携・協働して、あらたな魅力づくりとホームページを 

はじめとした広報活動（媒体）の充実化により利用促進を図る 

   

 

５．健常者、障がい者を問わず県民の誰もが親しめるように、スタッフによるホスピタリティ溢

れる対応とユニバーサルサービスの提供を行う 

視点 主要な特性(現状) 課題・対応例

１）清掃の行き届いた整備さ
　　れた園路であるが、丸太
　　階段の一部に劣化あり

２）四阿、展望デッキ、ベ
　　ンチが休憩用に設置さ
　　れ利便は良いが、一部
　　劣化も進んでいる

３）運搬モノレール終点の広
　　場内にレールが剥き出し
　　で危険である

・利用者がレールに衝突しないように
　安全柵を設置する

４）山頂広場や展望デッキに
　　三ヶ岡山緑地の動植物や
　　眺望に関する案内板がない

・三ヶ岡山緑地で生息・生育する動植
　物の解説板や展望案内を設置し、利
　用者に本緑地への理解・関心をさら
　に深めてもらう

５）公園登り口がわかり辛い
６）駐車場がなく遠方からの
　　ハイカーには不便
７）ホームページの内容が
　　限定的で、公園の魅力
　　を伝えきれていない
　　また、新着情報も乏しい

・ホームページに以下の情報を掲載して
　付加価値を高め公園の利用促進を図る
　①幹線道路からの登り口の詳細な案内
　　地図
　②登り口周辺のコインパーキングの案
　　内図
　③生息・生育する動植物の解説
　④四季折々の花暦と草花の開花状況
　⑤イベント開催案内／危険箇所告知

  ３．地域活性化
　　 への貢献

１）秋・冬季を中心に以下のイベントを実施して
　　いる(平成24年度)
　・清掃ハイキング
　・巣箱をつくろう会

・NPO葉山まちづくり協会や山楽会等
　との連携・協働により、三ヶ岡山の
　新たな魅力づくり・発見をするイベ
　ントを企画し、ボランティア活動を
　醸成する機会づくりを行う

・安全パトロール時に工作物目視点
　検徹底と迅速に修繕を行う
・危険箇所は登り口にて告知し、安全
　トラロープにて立入又は使用禁止の
　表示を行う
・木製工作物は年１回、公園用資材専
　門会社の協力のもとに総点検を行い、
　年間修繕計画を立案する

  ４．効率的で効果
　　的な公園整備
　　とサービス
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（３）利用者や地域住民、環境等に配慮した管理運営方針 

  ■「葉山公園」の利用者でもある近隣住民へのアンケート調査を実施 

 ・当社は本施設に関わる「生の声」をお聞ききしたく、近隣住民宅20軒を訪問し、アンケートを実施しま

した。回収率は７5%で1５名の皆様から回答をいただきました。 

・葉山公園の管理運営上の課題と思われる主要なご意見を以下のとおり原文のまま記します。 

 ◆駐車場までの道路の状況について 

 ・駐車場から出てくる車が一旦停止せず危険。（接触事故もあり）「止まれ」標識と左右確認徹底を！管理責任問題を問う 

 ・特に夏場、狭い道路がパンク状態にある。駐車場が満車時、国道入口と駐車場入口に管理人が無線（携帯？）を持って 

  対応しているが、管理者が不慣れであるため、混乱が多い 

 ・駐車場から交差点に出ようとする車の有無を確認せず進入するため、数台動けなくなることがある。ｹﾝｶになることも。 

  ◆海水浴シーズンでの周辺環境状況について 

 ・ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝに、分別されぬまま収集日以外にｺﾞﾐが捨てられることが多々ある。しっかり管理してほしい。複数回答 

 ・時期的にゴミ箱を設置している時は山積みになって大変な様相だった。持ち帰りを促すべき。 

 ・開門前から車の列ができ、出かけるのに車が出せない事がある。 

 ・ｺｲﾝｼｬﾜｰを設置して欲しい。ホースを繋いで（公園で貸しているらしい）体を洗っている姿は見苦しい。 

 ◆その他のご意見 

 ・葉山公園では、ＢＢＱ、ゴミ箱がなく、海岸や周辺のゴミは近所の家の前やｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝに捨ててある。葉山公園に車で 

来て、海岸でＢＢＱをしている。公園の一角でＢＢＱ場を作り、有料でやらせたら良いと思う。 

 ・老若男女がホッとする様なスペースを確保しつつ、駐車箇所を営利のため増加する事のないよう念じる。 

 ・マンション計画（4階建て29戸）が実行されれば、更に道が混雑するので、現駐車場の面積を半分程度にするのも問題 

解決になるのでは？（マンション計画とは関係なく、進入道路の狭さに起因）複数回答 

■「葉山公園」の利用者や地域住民、環境等に配慮した管理運営方針の設定 

 ・当社は公園利用者でもある地域住民の「生の声」を真摯に受け止めるとともに、指定管理者としての裁量

の範囲で可能な限りの改善を図るべく、「利用者や地域住民、環境等に配慮した管理運営方針」を以下の

とおり設定いたしました。 

   

 

 

 

 

 

■「はやま三ヶ岡山緑地」区域周辺に近接する住宅街への影響とゴミの扱い 

 ・本緑地区域周辺、特に３箇所の登り口までの進入路は住宅が近接しています。一方、「都市林」である

本緑地は緑豊かな樹林地をなしていますが、その分、近接する住宅に様々な影響を与えています。家屋

への支障枝、落ち葉の処理、また大雨・台風による風倒木、土砂の流出等が挙げられます。 

・従って、日頃からの安全パトロールを通じて樹木や法面からの土砂の家屋への影響を想定し、迅速な行

動が取れる体制を構築します。 

 ・環境対策としては、循環型社会の第一歩であるハイカーを中心とした利用者へのゴミ持ち帰りキャンペ

ーンの呼びかけとゴミの不当投棄防止が挙げられます。本緑地のリピーターづくりにも欠かせません。 

■「はやま三ヶ岡山緑地」の利用者や地域住民、環境等に配慮した管理運営方針の設定 

 

    

 

 

 

 

－「葉山公園」の利用者や地域住民、環境等に配慮した管理運営方針－ 

１．駐車場の管理運営に起因するトラブル・事故を未然に防止する方策を実施する。 

  ⇒専門の警備会社を活用して交通誘導資格保持者を繁忙期に配置し、着実な誘導を実施する 

２．安全パトロールスタッフによる利用指導の徹底化 

  ⇒火気使用禁止、ゴミの持ち帰りをはじめとした公園利用マナーの啓発活動を実施する 

 

－「はやま三ヶ岡山緑地」の利用者や地域住民、環境等に配慮した管理運営方針－ 

１．安全パトロール時には、樹林・大雨等が地域住民の家屋に与える影響を想定して巡回する 

  ⇒過去の被害処理実績の見える化を行い、迅速な対応策を構築しておく 

２．環境対策の第一歩として、利用者へのゴミ持ち帰りキャンペーンと利用指導を徹底する 

  ⇒循環型社会の環境学習会を兼ねてキャンペーンを地域市民団体と協働して開催 
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（１）当該公園の管理基準等を踏まえた効果的、効率的な委託の考え方 

■基本的な考え方                  ■委託予定業務一覧 

・当社は本施設の維持管理

業務の実施においては、

類似施設での実績と経費

縮減の面から現地スタッ

フによる直営を基本とし

ます。 

・「維持管理基準書」に示さ

れた専門業者による点検

や法定点検及びスタッフ

の安全面でのリスクを考

慮した危険度の高い業務、

さらには資格等による許

認可を必要とする業務に

ついては外部委託を行い

ます。 

 

（２）委託先の選定方法 

■選定方法 

・当社は、委託先の選定にあたっては、右記の条

件を満たす候補事業者をピックアップしたう

えで、候補事業者の運営状況、業務内容、安定

性等につき比較を行い、運営の効率化、弾力化

の立場から、最もコストの縮減が可能な委託先

事業者を決定いたします。 

■委託先事業者への指導 

・「作業計画書」及び「作業報告書」の提出を義務付け、業務内容を把握します。 

・委託業務は、提出された報告書により定期検査を行い、業務品質の評価を行います。 

・問題等を発見した場合は、箇所・もの・状態に応じて利用者の安全を考慮し、施設の一部使用停止等の

適切な対応をとるとともに、委託業務の改善要求を行います。 

（３）県内（地域）経済への配慮、県内（地域）企業への委託の考え方 

■基本的な考え方 

・当社は業務委託先として、社会貢献の高いシルバー人材センターや

県内（地域）を所在地とする主に中小企業を選定・委託することに

より、県内（地域）の経済の活性化に繋げてまいります。 

■「鎌倉市笛田公園」指定管理者での委託事業者選定実績 

・当社が指定管理者を務め

る「鎌倉市笛田公園」で

は右記のとおり県内（近

隣地域）の中小企業を中

心に外部委託を行って

います。

委託先事業者候補選定基準 

① 委託業務について十分な実績があるか 
② 委託業務の実施にあたり、必要な組織、 

人員を有しているか 
③ 委託業務を円滑に遂行するために必要な経営 

基盤を有し、十分な管理能力があるか 
④ 暴対法に抵触していないか 

管理項目 業務内容
県内（地域）

事業者の活用
備　考

　高木管理 　剪定 〇
　ボイラー 　保守点検 〇
　消防設備 　法定点検 〇
　高架水槽 　法定点検 〇
　機械警備 　定期点検 〇
　スコアボード 　保守点検 ×
　コートローラー 　保守点検 ×

　メーカーが
　県内に無い

施設名 業務内容詳細 管理エリア 作業頻度

　植物管理 　樹木管理 　高木管理
　整枝剪定、枯損木
　処理、　病虫害駆除等

　園内各所
　必要に
　応じて

　遊具点検 　定期点検
　メーカーによる
　定期点検

　遊具広場 　１回／年

　日常点検
　汚水排水
　設備
　（枡・ﾏﾝﾎｰﾙ）

　専門業者による
　目視点検

　園内各所 　１回／年

　浄化槽法定点検 　１回／年
　浄化槽定期点検 　４回／年

　定期処理 　ゴミ運搬処理
　一般ゴミの場外搬出
　及び処理

　園内 　1回／週

　その他 　浄化槽清掃
　専門業者による
　浄化槽内

　浄化槽 　１回／年

　樹林地管理 　伐採
　西峰疎林広場、
　園路脇、外周部

　１回／年

　病中害防除
　予防と早期による剪定
　駆除を基本

　枝下し 　支障枝の除去

　危険木処理
　伐採及び支障枝の
　除去

　外周部

　枯損木処理
　枯木、病虫害による
　樹勢悪化木の伐採

　園内全域

　施設管理 　設備点検 　消防ポンプ
　業者による目視点検
　破損・動作不良個所・
　燃料ストック確認

　園内各所
　 (６箇所)

　１回／年

植物管理 　高木管理
　園内全域

　必要に
　応じて

葉
山
公
園

は
や
ま
三
ヶ
岡
山
緑
地

　清掃管理

管理項目

　浄化槽　浄化槽点検　その他

　施設管理

地 域 経 済 の 活 性 化

地域密着を重視

横山公園・小山公園・鹿沼公園横山公園・小山公園・鹿沼公園
指定管理者指定管理者

市民雇用

市内事業者の活用

県内（地域）経済の活性化

葉山公園

はやま三ヶ岡山緑地

指定管理者

県内（地域）事業者の活用

葉山町民の雇用
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（１）植物管理、清掃、保守点検、受付等の維持管理業務についての実施方針 

 

 

 

 

 

 

■維持管理の具体的な進め方 

①「年間作業計画」に基づく維持管理業務の遂行 

 ・業務の実施にあたっては、「維持管理水準書」に基づいた「年間維持管理作業計画」を作成し、計画的に 

業務を遂行するとともに、常に「PDCAマネジメントサイクル」によって継続的な業務改善と管理水準

の向上を図ります。また、業務の遂行状況／結果について月次報告等を県へ提出します。 

②チェックリストによる着実な日々の作業遂行 

・維持管理業務遂行には「チェックリストの使用」により、維持

管理業務に抜けのないように努めるとともに、施設・設備の状

況を常に把握・確認して、危険箇所などの早期発見と事故の未

然防止に役立てます。また、チェックリストによる作業完了後

は、日報に特記事項などを記載し、記録として残します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■植物管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜笛田公園 日報・チェックリスト例＞ 

　　　　　　　　　　　　　　

１．庭球場　
  ①転圧(１・２回)      ②ブラッシング□　　　　　      ③ライン清掃□      ④落葉回収(      分間)
    
  ⑤ネット着・脱□　　　　⑥コート水撒き(      分間)   　⑦練習場清掃と除草□

  ⑧藤棚とコート上の広場清掃と除草□　　　　　⑨センターからコート間の清掃□

  ⑩川砂散布(    　袋)   ⑪塩カル(   　 袋)   

  ⑫入荷ﾁｪｯｸ（消石灰□　　　燃料□　　　川砂□　　　荒木田□　　　塩カル□）
   
  ⑬降雨全面使用中止□　　      ⑭コート軟弱全面使用中止□　　     ⑮コート内除草(小道除草)□

  ⑯その他(                                                                             )

２．野球場
  ①内野不陸修正□　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②ライン引き□　　　

  ③内野部分ブラッシング＋鉄枠引き□　　　　　　 ④水撒き(    分間)

  ⑤ダッグアウト清掃□　　　　　　　　　　　　⑥小石拾い□　　　　　　　　　　　　　⑦ベースセット□

  ⑧放送設備セッティング□　　　　　　　　　⑨スコアボードセッティング□　　　⑩ベース引上げ□

  ⑪球場内の芝刈り・リヤカー排出□　　　　　⑫観覧席の清掃□

  ⑬芝生　観覧席芝刈りと排出□　　　　　　　⑭外野最億奥部の清掃と除草□

  ⑮降雨使用中止□　　　　　　　　　　　　　　　⑯グランド軟弱使用中止□

  ⑰その他(                                                                            )

３．多目的広場
  ①ブラッシング＋鉄枠引き□　　　②小石拾い□　　　③マーカー掃きだし□　　④バスケット広場清掃□
　　　
４．雨天等　　　
  ①器具類(点検□・調整□・修理□)　　②整理整頓□　　③機械類の給油□　　④石灰運搬(     袋)

５．清掃
  ①事務棟内清掃(会議室含む)□　　　②その他(                                            )

  ③トイレ(事務所□　　広場□　　ﾃﾆｽｺｰﾄ更衣室□)　    ④シャワー室(事務所□　　ﾃﾆｽｺｰﾄ更衣室□)

  ⑤水飲み・足洗い場磨き（事務所前□　　野球場側□　　広場□　　テニスコート横□　　更衣室内□）

  ⑥遊歩道の清掃と除草□　　　⑦市道の清掃と除草　　　⑧事務所と駐車場との階段の清掃と除草□

６．防犯パトロール　　①午前　　時　　分～　　時　　分（　　　　）　　②午後　　時　　分～　　時　　分（　　　　）
   事務所→　多目的広場外周→　東屋→　市道沿いの多目的広場外周→　野球場→　遊歩道→　
   野球場スコアボードの裏の東屋→　遊歩道→　テニスコート→　野球場→　事務所（約25分～30分ｺｰｽ）

７．その他

笛田公園業務内容チェックリスト

　　　年　　　月　　　日(   )
天気　　　　　　　　　　　　　

－ 植物管理の基本的な考え方 － 

・植物の健全な生育を保ち、各種の植物が有する機能を継続的に持続させることにより、利用者へ快適な

環境を提供します。植物は都市公園の機能のうち、環境保全・防災機能などを支える構成要素として認

識し、「植物の健全な育成と植物空間の充実」を図るべく管理します。 

・個々の樹木単位の維持にとどまることなく、「長期的な生態系の保全」を視野に入れて実施します。 

・植物管理は、それぞれの特性に応じた長期的育成・保全が必要となるため、当社では毎月、3 ヶ月単位

の維持管理計画を立てております。また、作業完了後の月次業務報告書には、作業状況がビジュアル的

に理解できるようにデジタルカメラによる写真を掲載して報告します。 

 

―施設維持管理業務の基本的な考え方― 

＜施設の長寿命化と環境負荷低減への配慮＞ 

・予防保全を基本に日常・定期の保守管理を確実に実施し、施設・設備の長寿命化を図るとともに、 

「ライフサイクルコスト（LCC）の縮減」に努めます。 

・省エネ等のエコ活動や3Rを推進し、利用者の協力を得ながら環境負荷の低減も同時に図ります。 
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①環境への配慮 

・土壌汚染、生物多様性の観点から除草剤の使用は極力行いません。 

・やむを得ず使用する際は、農薬取締法等の関係法令を遵守するとともに、 

所定の書式により県へ報告します。 

・また、近隣住民等にも十分な情報提供を行います。 

②公園機能・景観の向上 

・公園機能及び景観向上を高める事を優先とし、越境枝・不要枝・折れ枝・ 

枯れ枝の剪定切除を行い、「ぶつ切り」などの「不定芽の発生原因」とな 

る作業は行いません。また、草地、芝地の裸地化を防ぎ、当社の「専門ス 

タッフ」によるチェックと現地スタッフへの指導を行います。 

 ③病害虫防除対策 

・剪定・剪除の対応はもちろんのこと、日々の巡視にて早期発見・早期作業 

 を基本とし、利用者に対し被害の無いよう対応します。また、密生による 

風通しや枝抜き等の作業を定期的に行い、病害虫の発生を制御する「予防保全」を重点的に行います。 

④芝生管理 

・芝生について、「芝生の美しさは貴重な環境構成要素」であるだけでなく、芝生は利用者が自由に立入る

ことができる恵まれた貴重な自然と考えます。したがって、利用者の安全と芝生の成長を確保するため、

成長前の雑草の抜き取りや適期を見極めた刈込み等、安全で効果的な管理に努めます。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤樹木管理 

 ・樹木の特性を踏まえ、本施設内の樹木管理を日常の巡回・点検で、樹木の密

集具合など、季節に鑑みて随時確認し越境等の予想される枝は、予め剪定・

剪除を重点的に行います。 

・葉山公園の外周には高木の植栽帯があり、電線等の高架線にかかる前に枝抜

きや切り戻し剪定で対応します。（現状、越境枝が散見される）また、太枝の

切り後には防腐剤の塗布を必須とし、切り跡からの枯れの侵食を防ぎます。 

・樹高の調整と枝抜きを計画的に作業して、見通しの確保を行い防犯上の効果

を考慮しつつ、下層のつつじ等の開花を促進する樹木管理を行い、樹勢が著

しく衰えた樹木は施肥や特殊樹木管理を、提携している樹木医の診断のもと、 

適切に処置します。                           

＜笛田公園 月次報告例＞ 

＜笛田公園 月次報告例＞ 

＜葉山公園 越境枝例＞ 
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≪樹木診断の実施について≫ 

・特別な機器を用いて樹木の健康度合いを測り診断します。 

・クロマツなどは、樹齢が進むにつれ管理を怠ったり、環境によっては内部が腐蝕

したり真菌によって病気や害虫が発生します。場合によっては台風や風雨で急な

倒壊の危険性も考えられますので、大木や古木は特に注意が必要です。 

・樹木医による診断結果に基づき、より適切な処置や判断を遅滞なく遂行します。 

・診断内容は「カルテ化」し、適切な樹木管理を行います。 

■清掃 

 ・当社が掲げる「清掃の基本と概念」に則り、施設の美観を維持するための作業を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

・着実な巡視・施設点検により落書き・ゴミの早期除去を「巡視マニ

ュアル」に基づき実施し、明るく清潔な公園の維持管理に努めます。 

 ・防汚と作業の効率化、LCC（ライフサイクルコスト）縮減を図るた

め、施設のトイレ便器の全てに「コーティング処理」を施します。 

・高光沢度を保持して、清潔感のあるトイレ空間を長期間維持します。 

・造膜面は撥水性・防水・防湿効果があり、尿石の付着や洗剤及び尿石除去剤等の使用で起こる衛生陶器

の劣化を防止し、補修工事のサイクルを長期化するなど、環境保護にも貢献します。 

■保守点検 

 ・本施設内での事故を未然に防ぐため、日々の安全パトロール及び日常点検・定期点検を行います。 

 ・「日常点検」は、腐食・腐朽・変形・摩擦・部材の消失などに注意して「安全点検」を行います。 

 ・「定期点検」は、消耗しやすい部材の点検と交換・益し締め等を目的にし、施設の経年劣化による安全

基準の適合性状況を確認します。 

・不具合がある場合については、その程度に応じて遊具の使用制限、補修等の応急措置を施すとともに、

修理、改良、撤去、更新等の恒久的な措置を実施します。 

 ・全ての点検は、記録をデータベース化と安全対策を実施します。 

（２）当該公園の特性と課題を踏まえた維持管理の考え方 

 ■「葉山公園」の維持管理の考え方 

 

 

 

 

 

 

  

・公園の景観美をなすクロマツ林や海浜植物の「ハマナス花園」、憩の場となる海一望の芝生広場の

保全とその活用を最大限に導けるような適正な管理を実施します。 

・毎日の園内園外の巡視により、優先順位を付けながら清掃業務を行います。特にトイレは海岸利用

者も数多く使用し、汚れやすいことから清潔さや美観に注意を払います。 

・塩害等による施設の腐食の進行を遅らせるためにも、日常点検は重要な役割と考えます。 

＜カルテ例＞ 
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■「葉山公園」の特性と課題を踏まえた対策・改善策 

 ・当社では、現地での実地調査に基づき、以下のとおり本施設の特性・課題を把握し、対策・改善案を 

検討しました。 
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 ■「はやま三ヶ岡山緑地」の維持管理の考え方 

 

 

 

 

 

■「はやま三ヶ岡山緑地」の特性と課題を踏まえた対策・改善策 

 ・当社では、前述の「葉山公園」と同様に本施設の特性・課題を把握し、対策・改善案を検討しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■木製工作物の点検について 

 ・本緑地内では、丸太階段をは

じめ休憩所、ベンチ、展望デ

ッキ、柵等の多くの木製製品

が使用されて、利用者の園路

の散策やハイキングの利便性

を高めていますが、一方で劣

化・老朽化も散見されます。 

 ・当社では、公園用木材資材会

社の協力のもとに、年１回総

点検を行い、年間修繕計画を

立案して県と協議のうえ、計 

画的に長期修繕を行います。 

 

 

・「主として動植物の生息地又は生息地である樹林地帯等を保護する目的」で設定された「都市林」の

良好な自然を保全・育成するために、適切な樹林地管理に努めます。 

・「関東の富士見百景」に相応しい眺望の保全に努めます。 

・利用者が安全・安心に散策やハイキングを楽しめるように、園路並びに各施設の保守点検・補修を

着実に実施します。 

つつじコース

上の丸太階段

の破損例 

危険な状況で 

早急な修繕が

必要です 

<参考 公園用木材資材会社による点検ポイント例＞ 

区分 特性と課題 対策・改善策

１）公園全域が近郊緑地特別
　　保全地区に含まれている
２）良好な保全状態の常緑樹
　　が主体となっている
３）林床植物も豊かな状況
　　である
４）蝶をはじめ多くの昆虫類
　　や野鳥が生息している

・現状の良好な「都市林」としての環境を保つ
　ために、適正な樹林管理を行います
・枯れ枝、病害枝・支障枝の除去を行います
・枯損木処理・危険木等を伐採します
・病虫害の防除します
・下草刈り(除草)を行います

５）ハイキングコース上の広場
　　や展望デッキからの眺望は
　　優れており、「関東の富士
　　見百景」に選定されている

・人気のある眺望を保つために、計画的に支障
　枝や枯木の伐採を行い、「関東の富士見百景」
　に相応しい状況の保全に努めます

１）山火事消火用消防ポンプ
　　が設置されている

・安全パトロール時に火気使用者がいた場合は
　利用指導を行います
・消防ポンプの定期点検以外にも、動作確認を
　消防訓練を兼ねて行います

２）幼児から高齢者までが
　　遠足や散策を楽しめる
　　ように園路・施設が整
　　備されている

・１回／日の安全パトロール時の工作物目視
　点検徹底と迅速に修繕を行います

３）清掃の行き届いた整備さ
　　れた園路であるが、丸太
　　階段の一部に劣化あり

４）四阿、展望デッキ、ベ
　　ンチが休憩用に設置さ
　　れ利便は良いが、一部
　　劣化も進んでいる

施
設
管
理

植
物
管
理

・安全パトロール時に工作物目視点検徹底と
　迅速に修繕を行います
・危険箇所は登り口にて告知し、安全トラロー
　プにて立入又は使用禁止の表示を行います
・木製工作物は年１回、公園資材専門会社の
　協力のもとに総点検を行い、年間修繕計画
　を立案します
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＜付属書類＞ 

≪葉山公園 平成 27 年度 年間維持管理計画表≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月10月11月12月１月 ２月 ３月

整枝剪定（クロマツ） 随時 360 本

病害虫駆除 随時 360 本

中低木刈込 随時 672 本

枝下ろし 随時 108 本

枯損木処理 随時 - 本

病害虫駆除 随時 - 本

緊急対応（風倒木等の除去） 随時 - 本

刈込物手入 3回/年 672 ㎡ ○ ○ ○

病害虫駆除 随時 - 本

草地管理 草地管理 除草 3回/年 672 ㎡ ○ ○ ○

人力除草 3回/年 79 ㎡ ○ ○ ○

施肥 2回/年 79 ㎡ ○ ○

灌水 随時 79 ㎡

補植 随時 79 ㎡

定期点検 1回/年 1 式 ○

定例点検 2回/月 1 式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

工作物点検（安全点検） 毎日 1 式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

工作物点検（動作確認）照明等 1回/月 1 式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

園内巡視 日常巡視 2回/日 973 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小破修繕 随時 1 式

浄化槽点検（法定点検） 1回/年 1 式 ○

浄化槽点検（定期点検） 4回/年 1 式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

園路、広場（一般清掃） 毎日 4,500 ㎡ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水路、側溝（堆積物の除去） 随時 100 ㎡

施設清掃 日常清掃 工作物（簡易清掃） 毎日 250 ㎡ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

建物清掃 日常清掃 簡易清掃 随時 20 ㎡

トイレ清掃 日常清掃 水洗い等 毎日 51 ㎡ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ゴミ運搬処理 1回/週 1 式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

缶・ビン類処理 1回/週 1 式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

粗大ゴミ運搬処理 2回/年 1 式 ○ ○

害虫駆除 － スズメバチ駆除 随時 1 式

その他 浄化槽清掃 浄化槽槽内清掃 1回/年 1 式 ○

日常清掃園内清掃

樹木管理

草花管理 花壇管理

遊具点検

単位
作　業　時　期

ゴミ処理

作業の種類 頻度 数量分類

中木管理

高木管理

定期処理

清掃管理

施設管理

植物管理

日常点検

その他

工作物管理
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＜付属書類＞ 

≪はやま三ヶ岡山緑地 平成 27 年度 年間維持管理計画表≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月10月11月12月１月 ２月 ３月

下草刈り

伐採

病害虫防除 随時

枝下ろし 随時

危険木処理 随時

枯損木処理 随時

刈込物手入 3回/年 ○ ○ ○

病害虫駆除 随時

草地管理 草地管理 除草 3回/年 5,322 ㎡ ○ ○ ○

設備点検 定期点検　消防ポンプ 1回/年 1 式 ○

日常点検 工作物点検（安全点検） 毎日 1 式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

園内巡視 日常安全点検　清掃 毎日 1,788 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他 小破修繕 随時 1 式

園路、広場（一般清掃） 毎日 1 式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水路、側溝（堆積物の除去） 随時 1 式

施設清掃 日常清掃 工作物（簡易清掃） 毎日 1 式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ゴミ運搬処理 1回/月 1 式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

缶・ビン類処理 1回/月 1 式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

粗大ゴミ運搬処理 1回/月 1 式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他 伐採、刈込、草狩り残材処分 随時 1 式

2,704 本

678 ㎡

ゴミ処理

作　業　時　期

1回/年 27,043 ㎡ 〇

分類 作業の種類 頻度 数量 単位

植物管理
樹木管理

高木管理

中低木管理

清掃管理

園内清掃 日常清掃

定期処理

施設管理 工作物管理
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（１）より多くの利用を図るために実施する事業の方針、内容等の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

■具体的に取組む事業について 

＜葉山公園＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―利用促進のためのイベント・教室事業の方針、内容等の基本的な考え方（葉山公園）― 

・相模湾を一望することができ、眺望の名所であることを最大限に活用し、子どもから高年齢者ま

で、誰もがいつでも気軽に参加でき、親しめる様々な特色あるイベントや教室事業等を提供し、

本施設の生涯利用に結び付けます。 

・NPO葉山まちづくり協会とのパートナーシップを通じて加盟する各市民団体にイベント開催に関

する連携と協働を働きかけます。また、秋冬季（閑散期）の公園の魅力づくりや平日にシニアを

対象としたイベント開催を市民団体と連携して行います。 

 

区分 タイトル

「コミュニティ
ガーデン」を作ろう

・地域コミュニティの構成員及びボランティ
ア団体を中心に、四季折々の「園芸教室」
「寄せ植え教室」を実施します。
・公園美化を図り、本施設の利用向上につな
げます。

公園農家朝市

・葉山地域の野菜や果樹の農家の方々に働き
かけ、新鮮な旬の味を地域の方々に提供する
場を設けます。
・「地産地消」を促進することにより、「食
育イベント」としても位置付けます。

樹木を使った
インテリアづくり

〔閑散期の有効活用〕

・NPO団体に所属する講師やアーティストを
招いて、葉山公園内にある松ぼっくりや落ち
葉などを用いた、インテリア小物づくりイベ
ントを行います。
（クリスマスリース、正月飾りなど）

葉山町を撮り歩き

・写真の専門家やNPO団体等とともに、葉山
公園を取り囲む景色を写真に収めながら散歩
し、葉山の魅力を再発見できるようなフォト
イベントを実施します。

自然学習会
・葉山公園の樹木に直接触れるなどしながら
自然や環境について学ぶことのできる学習会
を多世代に向けて開催します。

ビーチコーミング
＆

ビーチクリーンアップ

・葉山公園を取り囲む海岸で「宝探し気分」
になれるビーチコーミングを企画します。
・同時に、参加者に呼びかけることで海岸の
美化活動を実施します。

青空ヨガ教室
・波の音を聞きつつ、暖かな日差しと風を
感じながら心と身体がリフレッシュでき
る教室を開催します。

正しいウォーキング
エクササイズ

〔閑散期の有効活用〕

・ただ歩くだけではなく、効果的なウォー
キングを意識しながら歩きの技術を知る
ことができる教室を実施します。
・生活習慣病予防のため運動時間の取れない
方にお勧めです。

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
と
の
連
携

当
社
オ
リ
ジ
ナ
ル

主な内容

＜利用者数の目標値＞ 
現状平均 138,338 人/年に対し毎年 1％以上のアップを目指し、H31 年度には 145,400 人/年以上を目標とします。 
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■具体的に取組む事業について 

＜三ヶ岡山緑地＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―利用促進のためのイベント・教室事業の方針、内容等の基本的な考え方（三ヶ岡山緑地）― 

・豊かな自然環境の中にハイキングコースが整備されている本緑地の魅力を最大限に発揮できるよ

う、ハイキングやオリエンテーリングを中心とした「スポーツツーリズム」への参加をあらゆる

年代の方々に向けて働きかけます。 

・各自然環境系市民団体に本緑地でのイベント開催に関する連携と協働を働きかけ、本緑地の利用

者数向上の一翼を担っていただきます。また、NPO葉山まちづくり協会の情報誌「葉山の仲間た

ち」等を活用し、イベント等の案内や広報を積極的に配信します。 

 

区分 タイトル

「魅力発見マップ」
を作ろう

・地域コミュニティの構成員及び地域NPO等
ボランティア団体を中心に、本緑地の「隠れ
た魅力」を発見するイベントを開催します。
・寄せられた意見を集約した「葉山の魅力発
見マップ」を制作します。

親子ハイキング
＆

オリエンテーリング

・本緑地のハイキングコースに「ポイント」
を設置し、スタートからゴールまでを競争す
るイベントを開催します。
・「オリエンテーリング」として普段とは趣
向の異なるハイキングを親子で楽しんでいた
だきます。

樹木を使った
インテリアづくり

〔閑散期の有効活用〕

・NPO団体に所属する講師やアーティストを
招いて、本緑地内にある枯れ枝や落ち葉など
を用いた、インテリア小物づくりイベントを
行います。
（クリスマスリース、正月飾りなど）

三ヶ岡山を撮り歩き

・写真の専門家やNPO団体等とともに、本緑
地を取り囲む景色を写真に収めながら散歩
し、葉山の魅力を再発見できるようなフォト
イベントを実施します。

自然学習会
環境学習会

・本緑地内の樹木に直接触れるなどしながら
自然や環境について学ぶことのできる学習会
を多世代に向けて開催します。

三ヶ岡山緑地
クリーンアップ大作戦

・地域の方々に呼びかけて、楽しみながら自
然環境の大切さを知ることのできる本緑地の
カジュアル清掃イベントを実施します。

葉山の町を
山頂から描いてみよう

・本緑地の展望デッキから望む富士山や葉山
の街並み、大きく広がる青い海をスケッチす
るコンテストを開催します。

ハイキングのための
正しいストレッチ講座
〔閑散期の有効活用〕

・特に高年齢者の方々のために、当社の運動
指導士が正しいストレッチの方法をお教えし
ます。
・ストレッチの後は実際にハイキングを楽し
みます。

主な内容

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
と
の
連
携

当
社
オ
リ
ジ
ナ
ル

＜利用者数の目標値＞ 
現状平均 9,952 人/年に対し毎年 1％以上のアップを目指し、H31 年度には 10,600 人/年以上を目標とします。 
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（２）より多くの利用を図るために行う広報、ＰＲ活動の内容等 

■利用促進の考え方 

・当社は、「ＡＩＤＭＡ」という、「施

設の存在を認知する（注目）」、「興味

を惹かれる（興味）」、「行ってみたい

と思う（欲求）」、「どんなところか、

どこにあるのか記憶する（記憶）」、

「実際に行ってみる（行動）」という

意思決定プロセスに対応し、本施設

に相応しい利用促進の方針を立てて

実施します。 

①リーフレットの作成、配布 ＜注目＞＜興味＞ 

・本施設の案内図、施設概要、利用方法、利用促

進のための各種事業をわかりやすく記載した

独自リーフレットを作成します。 

・リーフレットからはホームページへ誘導し、最新のサービス情報を見て頂くようにするとともに、ホー

ムページからもリーフレットがダウンロードできるようにします。 

・「スタッフの気づき」や「利用者からの声」により、常に改良を重ねてより親しみのあるリーフレット

にしていきます。 

②プロモーション活動 ＜注目＞＜興味＞＜欲求＞ 

・葉山地域の自治会、老人会、学校、地域NPO等の各種団体

へ働きかけ本施設の立地、施設概要、各施設で展開するイ

ベント等を紹介し、利用促進への働きかけを行います。 

・神奈川県及び葉山町の広報にも掲載します。 

③ホームページの制作と運用 ＜欲求＞＜記憶＞ 

・神奈川県や葉山地域各団体の協力のもと、利便性の高い情報を満載した

独自のホームページを制作します。施設から見える海岸風景等をリアル

タイムで情報提供することも検討しています。 

・本施設の利用方法やイベント・教室情報などを発信していくとともに、

利用者とのコミュニケーションツールとしての活用を図ります。 

・「近隣駐車場マップ」を作成し、夏季や休日の混雑時に葉山公園の駐車

場が利用できない方のために、ホームページに掲載し周知します。 

・三ヶ岡山緑地はハイキングコースの入り口が分かりにくいため、わかりやすい案内板を制作します。 

④パブリシティ活動 ＜注目＞＜興味＞＜欲求＞＜記憶＞ 

・新聞やテレビ、タウン誌等は、利用を考える方の情報入手手段の一つで

あり、これらを活用した広域広報活動は重要であると考えます。 

・「広報はやま」「葉山の仲間たち」をはじめ、神奈川県や葉山町のホーム

ページ等の媒体に本施設の利用方法やイベントに関する最新情報を随

時提供します。

＜AIDMA の考え方を取り入れた利用促進の方針＞ 

＞ 

＜例：笛田公園ホームページ＞ 

＜例；笛田公園リーフレット＞ 

 

施
設
利
用
率
・
利
用
者
満
足
度
の
向
上 

＜広報はやま＞ 
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（１）当該公園の設置目的を踏まえた自主事業についての具体策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■葉山公園自主事業についての具体策（駐車場以外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■駐車場の管理運営計画 

・葉山公園は最寄り駅からやや離れた立地にあるため、車での来場が多く見受けられます。 

また、国道からの入口道路が狭いため、車のすれ違いも苦慮しています。特に、大変混雑が予想される

夏季の繁忙期については、専門の交通誘導員を配置し、利用者の利便性及び安全性を確保し、着実な誘

導を実施します。 

  1）運営実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―葉山公園での基本的な考え方― 

 ・利用者の利便性を高める様々な種類の自動販売機や、レンタサイクル事業など、様々な自主事業を

通じて収入を確保し、指定管理料の縮減に努めます。 

  ・これまで当社が培ってきた経験やノウハウ、高度な専門性を基に、本施設の利用を促進させること

で効率的且つ、効果的な運営を目指します。 

―はやま三ヶ岡山緑地での基本的な考え方― 

 ・主として「動植物の生息地又は生息地である樹林地帯等を保護する目的」により「都市林」として

設定された「三ヶ岡山緑地」の存在意義に鑑み、本緑地の良好な自然環境の保全及び生態系の維持

こそが本緑地の管理運営の最優先事項と認識していることから、本緑地における自主事業の実施に

ついては、特に計画しておりません。 

1～6月、9～12月
土日祝

7，8月
平日

7，8月
休日

大型 － － － －

普通
30（114）

※1
520 1,550　※2 2,060　※3

二輪 約30

※3：　入場時間が13時以降の場合は、1回につき1,030円

駐車料金（単位：円）
収容台数
（台）

110

※1：　周辺道路が渋滞する繁忙期のみ114台、それ以外は入口部のみで30台

※2：　入場時間が13時以降の場合は、1回につき830円

駐車場名 料金制度 料金制度

葉山公園
駐車場

1回制

項目 内容 料金徴収の考え方

１．レンタサイクル事業

・海岸線の渋滞に巻き込まれやすい車ではなく、スムー
　ズに移動ができる自転車で葉山公園の名所を散策して
　いただけます。収益の一部は「神奈川県緑の募金」に
　あてさせていただきます。

1回利用レンタル
1回：400円
保証金：1,000円
返却時に保証金は返納
⇒ 近隣相場の半額を試算

２．レジャー用品レンタル

・いつでも「手ぶらで気軽に」楽しめる
　公園を目指し、利用者のニーズを調査
　しながら、縄跳びやバトミントン等の
　軽スポーツ用品の充実を図っていきます。

1回利用レンタル
1個(1セット)：100円
⇒ 笛田公園での運用方法
(金額)を充当

３．自動販売機の設置

・リフレッシュやくつろぎのひとときのために、飲料に
　加えてアイスクリームの自動販売機の設置を行います。
・災害時や緊急事態の発生に備え、飲料を無料で提供で
　きる機能（フリーベンド）を備えた「災害対応型自動
　販売機」の設置を行います。
・緑の募金付自動販売機を導入し、収益の一部は「神奈
　川県緑の募金」にあてさせていただきます。

近隣自動販売機と同様の
料金設定とします。
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2）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業の実施体制など具体的な委託業務内容とともに、指定管理者としての点検方法、

指導監督等について 

■葉山公園自主事業の内容（駐車場以外） 

はやま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考≫ 

■葉山公園駐車場の機械化のご提案 

・葉山公園駐車場は現在、有人によって駐車料金を徴収して

管理が行われていますが、当社は将来への検討事項として、

駐車場システムを導入して機械化を図ることを参考まで

にご提案させていただきます。 

項目 区分 概要 備考

営業日 晴天時の事務所営業日

営業時間 8：00～18：00

業務内容 自転車のレンタル受付業務

営業日 晴天時の事務所営業日

営業時間 8：00～18：00

業務内容 レジャー用品のレンタル受付業務

営業日 毎日販売

営業時間 24時間販売

業務内容
販売品目、空き缶等処理、防犯等に
ついて協議しながら進めていく

１．レンタサイクル事業 新規に5台設置予定

２．レジャー用品レンタル
縄跳び、バトミントン
バレーボール等
軽スポーツ用品

適正な業者選定と行い、利用者に飲
料水等を販売し、サービス提供を図
ります。

３．自動販売機の設置

区分 実施体制及び業務内容の内訳

実施体制

 <委託運営>
   有料日： 交通整理員  ・7，8月→3人配置（交通誘導資格保持者）
　　　　　・1～6月、9～12月の休日→2人配置（シルバー人材センター）
　　　　      料金徴収員    1人配置
   無料日： 1人配置→当スタッフが対応

駐車場係員の
業務内容

・整理案内誘導　　　　・売上金収納業務
・料金徴収業務　　　　・利用者サービス業務
・出入口開閉業務　　   ・利用者からの要望・苦情把握
・清掃・植物管理業務

安全の確保
・門扉・車止めの破損等の施設点検
・満車時の臨時駐車場の運営
・自動車管理者賠償責任保険の加入等

業務指導監督

・利用者からの要望・苦情、売上金のチェック
・利用者サービスの向上を図るための駐車場係員の接遇研修（アンケート結果の反映）
・年間の事業計画書及び月次報告書、駐車場利用状況等を
　提出させ、管理事務所と当社間で随時連絡調整を行います。

その他の対応 ・障がい者利用については、減免措置を行います。
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■駐車場システム導入のメリット 

・料金徴収業務の効率化（無人化・徴収金帳票の自動化）による経費節減効果 

・駐車場料金設定変更への対応がスムーズ（消費税アップへの対応、平日有料化、時間貸しへの移行等） 

※駐車場システムは、当社同様に三菱電機グループの企業で、信頼性の高いシステムを製造して全国的

に好評を得ている三菱プレシジョン㈱のシステム導入を想定しています。 

（３）当社指定管理者受託施設「笛田公園」での自主事業実績 

項目 内容
実績（2013年4月～

       2014年2月現在）

①自動販売機

・園内に飲料自動販売機を7台設
　置し、利便性を図っています。
・災害時・緊急事態の発生に備え
　て、飲料を無料で提供できる機
　能を備えた「災害対応型自動販
　売機」や、売上収益の一部を募
　金に当てる「赤い羽根募金自動
　販売機」も含まれています。

自動販売機：7台
手数料収入：
　　　　　905,000円

②弁当の予約取次

・当社が行っているフードサービス事業を
　活用した弁当の予約販売を行っています。
・弁当類は利用前日までに注文し、当日は
　指定時間に会場へお届けしています。

単価：440円、580円
売上金：185,200円

③手作りパンの
   販売

・当社の専門のシェフが保存料や食品添加物を使わずに焼き上げた
   当社自慢の「手作りパン」を販売することで、利用者の利便性の
   向上に貢献しています。

単価：1個130円～
　　　　　　　250円
売上金：86,460円
昨年12月より販売開始

④スポーツ用品
  レンタルの充実

・「いつでも手ぶらで気軽にできる施設」を目指し、現在ある用品
   に加え、利用者から要望の高いボール（バレー、フットサル）、
   グラウンドゴルフセット等の充実を図っています。

1個（1セット）100円
にて貸出
売上金：8,000円

⑤コピーサービス

・会議室利用時等で要望が多かった
　サービスで、昨年4月よりサービ
　スを開始しています。

モノクロ1枚：10円
カラー1枚：50円
売上金：4,500円
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＜付属書類＞ 

ア 駐車場事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 自動販売機事業計画（設置台数：3 台） 

 

 

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

12,447 12,509 12,572 12,635 12,698

使用料 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107

委託費（料金徴収） 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458

委託費（交通誘導資格者）7,8月 2,931 2,931 2,931 2,931 2,931

委託費（交通誘導員） 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818

料金所ブースリース代 170 170 170 170 170

修繕費 200 200 200 200 200

消耗品費（利用券、領収書等） 34 34 34 34 34

物件費（トランシーバー） 50 50 50 50 50

自賠責保険料 16 16 16 16 16

計 6,677 6,677 6,677 6,677 6,677

534 534 534 534 534

10,318 10,318 10,318 10,318 10,318

そ
の
他
経
費

支
出

駐車場支出計

消費税等

駐
車
場
経
費

（単位：千円）

項目

駐車場収入

項目 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

自動販売機収入 555 555 555 555 555

自動販売機支出（土地使用料） 6 6 6 6 6

（単位：千円）
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（１）接客対応及びその研修等 

■サービス向上への研修・教育 

・「葉山公園」「はやま三ヶ岡山緑地」が年齢や性別、身体能

力等の違いにかかわらず、様々な人たちが集う「癒しの空

間」であることを理解し、全ての方々が利用しやすいよう、

ユニバーサルサービスの提供に努めます。 

・高年齢者や障がい者の方々にも、安心して施設を利用して

頂けるよう、ノーマライゼーションの理念や内閣府障がい

者施策推進本部の「公共サービス窓口における配慮マニュ

アル」を踏まえた接遇教育等を行い、心のこもったサービ

スを提供します。 

・「公共サービスにおける配慮マニュアル」の内容を踏まえ、施設利用者からの問合せに、迅速かつ適切

に説明や案内が行えるよう、「葉山公園」「はやま三ヶ岡山緑地」の特性や利用案内などについて研修を

行い、能力の高いスタッフとして利用者との信頼関係を構築します。 

 ■実施方針 

・施設スタッフのスキルを十分満たし、高い顧客満足度を得ていくために、接

遇に関する教育・研修を継続して行い、利用者との信頼関係を構築します。 

・当社が事業として行う、受付業務受託や接客マナー研修に関するノウハウを

有効活用した実践的な研修を実施し、マニュアルの活用と OJT を併用する

ことで、笑顔とコミュニケーション能力の高いスタッフとして養成すること

に努めます。 

・公園管理事務所にマニュアルを常備し、いつでも、誰でも閲覧できる体制を敷き、サービス品質の平準化

を目指します。 

 ■実施内容 

①新人研修 

・正しい話し方と言葉遣いや、接遇での基本的なエチケットマナー、仕事に

対する取り組み方などを指導し、実施から 3～4 ヶ月後にはブラッシュア

ップ研修を行います。 

②フォローアップ研修 

・事前にスタッフに配布する「自己診断表」に基づいたマナー研修を行い、

業務遂行に慣れてきた時期に陥りがちな接遇のミス（電話応対や窓口対応

等）をフォローします。 

③専門マナー研修 

・利用者志向の受付業務を徹底し、利用者への声掛けやトラブル時の対応等、

あらゆる場面を想定した研修を行います。 

④コンプライアンス研修 

・法は最低限の道徳であることを認識し、全スタッフに法令遵守を徹底させ、 

倫理観や社会常識（人権の尊重・社会への貢献・地域との協調と調和・環 

境問題への取り組み・企業人としての自覚）、公共施設を運営していく自覚

＜マナー研修の様子＞ 

＜マナー研修テキストの一例＞ 

応対の基本

1. 相手の「人格」を尊重し、相手の立場に
立って応対します。

2. 障害の有無や種類に関わらず、困って
いる方には進んで声をかけます。

3. コミュニケーションを大切にします。

4. 柔軟な対応を心がけます。

5. 不快になる言葉は使いません。

6. プライバシーには立ち入りません。

＜公共サービス窓口における配慮マニュアル＞ 
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と基本的姿勢を身に付けさせます。具体的には倫理・遵法については当社オリジナルのテキストを使用 

してコンプライアンスに関する教育を実施します。  

■当社が公共施設で開催したマナー研修実績例（当社管理案件除く）※13 年度実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）苦情処理の対応及びその研修等 

■体制の構築 

・相談・苦情対応の最適な仕組みの構築にあたっては、「苦情

対応マネジメントシステム・ISO10002」の考え方を参考

にし、対応体制、対応方針、対応プロセスを明確にします。 

・利用者からの意見・要望には、一次対応者としてスタッフ

が適切且つ、誠意ある態度で対応し、現地責任者に報告し

ます。 

・現地責任者は必要に応じて県への報告を行うほか、「スタッ

フ会議」において改善点を周知します。 

■業務への反映 

・苦情を分析し、「即応可能問題」と業務改善を必要とする

「構造的問題」とに区分し、類似のケースが起こっていな

いか事案確認を行います。さらに、原因究明と対応策の検

討を行い、「管理運営マニュアル」に反映させ、OJT/OFF

・JTを通じた周知徹底を図ります。 

・「スタッフ会議」において改善した内容を利用者に掲示板等で開示します。 

■PDCAサイクルを活用した継続的な業務改善 

・アンケート結果等を基に利用者ニーズを把握し、利用方針・優先利用決定・その他施設の利用に関する

事項を協議し、要望を迅速に反映できる仕組みを確立します。 

・本施設で発生した事故・トラブル・クレーム等は全スタッフの問題であるとの共通認識のもと、再発防

止のためデータベースに蓄積して共有化を図り、OJT/OFF・JTの教材として活用し、継続的な業務改

善を図ります。 

・本施設で発生した事故・トラブル・クレーム等に適切に対応するため、以下の「クレーム対応１０か条」

（マニュアル抜粋版）を掲示し、本施設内での対応方法を標準化します。 

■苦情・相談対応シートの活用 

・当社は「苦情・相談対応シート」を通して利用者から頂いたクレームについての内容、対応についての

詳細な記録を保存し、サービスの改善に努めます。 

＜苦情・相談対応シート＞ 

研修名 受講者様 研修内容 参加人数

接遇マナー教室
藤沢市まちづくり協会

シルバー人材センター様

①おもてなしの気持ちで、お客様と接する気持ちをもつこと。
②印象の良い接遇マナーを理解し、実践できるようになること。
以上を目的として90分×3日間の研修を実施しました。

20人

ビジネスマナー
教室

恵那市役所
臨時職員

①顧客満足とは
②社会人としての心構えと基本行動
③コミュニケーションづくり
以上を目的として3時間×2回の研修を実施しました。

各回
30人

ビジネスマナー
研修会

中津川市勤労者
総合支援センター様

①なぜ顧客満足なのか
②職場におけるマナーの現状を知る
以上を目的として2時間の研修を実施しました。

60人
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■具体的な研修 

 

 

 

 

 

（３）利用者への公園の利用指導及びその研修等 

■基本的な考え方 

・利用者が安全で、快適な、より適正に公園施設を利用できる環境を保ち、また良好に保全するために利

用指導を行っていきます。 

・多くは利用者の認識不足やマナーの問題、時にはいたずらもありますが、その行為がどのルールに違反

しているのか等を、まずは全スタッフが共通の認識のもとにルール違反等に対して指導していきます。 

■利用指導の内容と対策・方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）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 

■基本的な考え方 

・利用者からの相談・苦情は、運営側にとって「情報の宝庫」という認識のもと、業務改善に即座に反映

させて利用者に満足して頂けるよう、サービス品質の向上に努めます。 

・「無記名方式アンケート」や「ご意見箱」、「ホームページの活用」等により、市民が意見を出しやすい

環境と仕組みを整えるほか、職員による施設巡回を行い、ヒアリング等を通して利用者の意見・要望に

耳を傾け、適切に反映できる方策を講じます。 

 

＜苦情・相談対応シート例＞ ＜クレーム対応 10 か条＞ 

目的 内容 対策・方法

バーベキューの禁止

夜間の花火

トイレの汚損

駐車場の問題

不法投棄

騒音

ペットの糞の不始末

犬のノーリード

公園の保全

安全・快適な利用

<指導方法>
・安全パトロール時等でのお声がけ
・景観や清潔さ、親しみの持てる看板にて掲示
・利用案内パンフの配布
<研修>
・県都市公園条例等の関係法令の勉強会を開催
　　　　　　⇒ルール違反への対応方針の明確化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<笛田公園看板例>

研修項目 研修内容 頻度

苦情処理対応
研修

利用者からの苦情や要望・意見等にどのように対応し、
解決に向かって取り組むか、また、苦情処理の取り組みを進めるにあたって
のポイントの整理の方法や対応などを習得することを目的に開催します。

年１回

鎌

倉

市 
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■「無記名方式アンケート」の実施 

・年に2回程度、予めアンケート用紙を用意

しておき、1日～数日間断片調査を実施し

ます。アンケートの方法・内容や対象者

の抽出については、神奈川県と十分協議

のうえ実施します。 

・集計結果については、県に報告するとと

もに「即応可能問題」と「構造的問題」

とに区分し、利用者のニーズ対して迅速

に対応していきます。 

■「ご意見箱」の設置 

・本施設の目にとまりやすい箇所に記入用紙・筆記具と

「ご意見箱」を設置し、気軽で自由な意見を収集する

とともに、抽出された意見を集計・分析のうえ、今後

の維持管理や運営管理に反映します。また、回答につ

いては本施設内に掲示する等、「改善の見える化」を

図ります。 

 

＜利用内容の収集項目＞ 

＜アンケート調査結果例＞ 

＜アンケート実例＞ 

顧 客 満 足顧 客 満 足
CS：Customer Satisfaction

PDCAサイクルの活用PDCAPDCAサイクルの活用サイクルの活用

相模原市相模原市 市 民市 民 地 域地 域

・施策/方針に基づく業務計画の立案
（管理運営計画、サービス計画等）

・サービス水準、顧客満足度の指標化

・計画に基づく
確実な業務の実施

・的確なサービスの提供

・研修教育の実施

・サービス水準/満足度の達成度を測定

・利用者ニーズを幅広くキャッチ

・新たな時代ニーズの変化を補足

・管理運営の改善
と見直し

・ニーズに対する
施策の立案

品質改善プロセス品質改善プロセス品質改善プロセス

関連団体関連団体

計画計画
PlanPlan

実施実施
DoDo

分析分析
CheckCheck

改善改善
ActionAction

改
善

サービスの信頼性向上サービスの信頼性向上

顧客ニーズの把握

サービス提供
方針/目標の明確化

サービス提供
保証体制の明確化

品質記録作成/
データ分析

サービス品質の
つくり込み

サービス品質の改善

＜サービス品質のスパイラルアップ＞ 

＜笛田公園 近隣連絡会議風景＞ 

方法 内容 得られるデータ

利用者意向調査 ・利用者への直接ヒアリング ・緊急性の高い改善要求

利用実態調査 ・目視による利用実態の把握 ・曜日や時間、エリア毎の利用動向

アンケート
・施設利用の有無を問わない
　不特定多数に対して行うもの

・客観的な意見、数値
・施設の認知度
・利用しない理由等

ご意見箱 ・自由な意見 ・匿名による直接的な苦情・要望

苦情等の受付
・こちらからのアクションもなく
　利用者から寄せられるもの

・緊急性の高い改善要求

近隣連絡会議の開催
・近隣自治会の責任者等を集めて
　意見等を伺うもの

・近隣自治体の意見・要望

神奈川県 
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（１）通常の指定管理業務を行う中での事故防止等の取組内容 

■防犯対策等安全確保の実施体制 

①安全・安心な施設づくり 

・当社は、利用者の生命・身体の安全を確保した施設

環境の整備を最も基本的な業務と位置づけ、安全に

利用いただくための情報提供を行い、「安全・安心

な施設づくり」を進めます。 

・葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地の組織を当社湘南支

社の安全衛生管理組織に組み入れた確固たる「安全

衛生管理体制」を構築します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施設の安全対策及び水害防止 

①施設の安全対策 

ア．人的な施設環境の維持 

・多くの利用者が来園する一方、内部で現金（駐車場料金）

を取り扱う施設（葉山公園）を運営するにあたり、被害に

遭わないための防犯対策に万全を期します。 

・当社は、米・ニューヨーク市で成功した「割れ窓理論」の 

考えを取り入れ、安全パトロールによる施設環境の維持に最大限の努力を払うことによって施設全体の

予防安全を図ります。 

・巡回の徹底はもとより「施設美化キャンペーン」の定期的な実施や始業前ミーティングにおける相互確認、

新任スタッフ研修への反映等を通じて「安全な施設作り」に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

＜割れ窓理論とは＞ 

① 建物の窓が壊れているのを放置すると、「誰

も関心を払っていない」というサインとな

り、犯罪を起こしやすい環境を作り出す 

② ゴミのポイ捨てなどが起きるようになる 

③ モラルが低下し、地域振興、安全確保に協力

しなくなり、さらに環境を悪化させる 

④ 犯罪が多発するようになる 

   点 検 

・施設内の構造 

・出入口ドア及び鍵 

・窓及び鍵 

・鍵の保管場所、個数 

・財物の保管場所等 

     教 育      

・必要以上の財物を保管しない 
   

・財物の保管場所を類推させない 
 

・環境美化の励行    

・周囲警戒の徹底等 

     実 施 
       

・公共エリアと執務エリアの明確化 
   

・高頻度巡回による清掃・点検作業 
 

・施設美化キャンペーンの実施 
   

・利用者への積極的な声かけ等 

＜「連携」の中での防犯・安全対策実施体制＞ 

■利用者との「連携」 

 ・公園・緑地はコミュニティにおける「共有財産」であるとの認識のもと、利用者にも協力をいた

だきながら、不審者や事件等の情報を収集します。 

・指定管理者がその情報を「見える化」（掲示物や広報チラシ等）することで、公園に関係する全

ての人に共有していただきます。 

■地域との「連携」 

・地域の消防署や警察署が開催する講習等には積極的にスタッフを派遣し、そこで得られる専門的

知見を園内の防犯対策に適宜、応用します。 

・学校等の教育機関、自治会や老人会等との連絡やコミュニケーションを大切にすることで、「地

域一丸となった防犯体制」の基礎を構築します。 

 

衛生管理者衛生管理者 安全衛生委員会安全衛生委員会

○○○グループ
安全衛生委員会

幹事：○○

○○○グループ
安全衛生委員会

幹事：○○

○○○課
安全衛生委員会

幹事：○○

○○○課
安全衛生委員会

幹事：○○

施設管理（仮）
安全衛生委員会
幹事：統括責任者

施設管理（仮）
安全衛生委員会
幹事：統括責任者

事務局事務局

鹿
沼
公
園

鹿
沼
公
園

小
山
公
園

小
山
公
園

横
山
公
園

横
山
公
園

統括安全衛生管理者統括安全衛生管理者

・ ・ ・

当社湘南支社 

葉山公園 

管理センター 
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イ．安全パトロール 

・利用者の安全と安心の確保、施設・設備の保全のた

め、「パトロール中」の腕章を着用して毎日午前、

午後の２回安全パトロールを実施します。 

・不審な方を見かけた場合には、スタッフ全員でその

挙動を把握し、必要に応じて最寄りの交番または神

奈川県へ連絡します。 

 ・また、ごみの放置や禁止事項である葉山公園内での

バーベキューを見かけた場合には、適切な指導をも

って対処します。 

・スタッフ全員がユニフォームと名札を着用すると共

に、笑顔を絶やさず、利用者からも声がかけ易い雰

囲気づくりを行い、問い合わせや質問にも的確にお

応えできるようにします。 

ウ-1．各施設・設備における具体的対策等＜葉山公園＞ 

≪トイレ・駐車場・園内全般≫ 

・本施設の施錠・開錠の点検確認と鍵の適正な管理を実施します。 

・無断バーベキューや花火等による火の不始末には特に留意し、本施設の看板やホームページなどのお知

らせ等によりマナー向上の啓発を行うとともに安全パトロール時に利用指導を行います。 

・定期的な清掃・点検等、スタッフの作業を通じて不審者、不審物への監視を強めます。 

≪植栽≫ 

・計画的に樹木の剪定を行い、樹木による公園の死角を無くして「犯罪発生を未然に抑止」し、安全安心

に公園を利用できるようにします。 

・夜間の巡回を通じて枝葉による照明の遮断の防止および街路灯の明滅にも注意を払い、照明が切れてい

る場合には即時に交換します。 

≪野良猫・迷い猫対策≫ 

 ・動物愛護の考え方を配慮し、適正飼養の普及啓発や餌やりをなくすなどの

取組みを続け、猫による環境被害の解決を図って行きます。 

 ・首輪に飼主の連絡先の明記があり、飼主が明らかな場合は、今までの被害

や利用者からの苦情を説明するとともに、飼主に対し対策を求めます。 

≪カラス対策≫ 

 ・カラスが増える大きな原因は、エサとなるゴミが増えることにあるため、

弁当の食べ残しやゴミの放置を確認した際は、迅速に処理し、公園内にお

けるゴミの適正管理に努めます。 

 ≪ベンチ・遊具等≫ 

・遊具の点検は「都市公園における遊具の安全確保に関する指針

（改訂版）」及び「遊具の安全に関する基準（JPFA-S-2008）」 

 に基づき行い整備及び点検の記録を「遊具履歴書」に残します。 

・他の施設で遊具等に係わる事故が発生した際は、同種及び類似す

<遊具の日常点検で重要な着視点例> 

①子供の遊び方を見る 

②子供のサイズを考える 

③子供の目線で見てみる 

④身体を使って点検する 

①  

②  

③  

＜葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地巡視ルート＞ 
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る遊具の「特別点検」を実施し、安全な利用を維持します。 

・本施設に従事するスタッフは、(社)日本公園施設協会主催の「遊具

の日常点検講習会」を受講させ、専門性をより強化します。 

・点検前には、点検作業の点検ルート等をチェック

シートとしてデータ化を行い、シートには施設平

面図や遊具の詳細図、前回の点検記録等の確認を

行います。 

 ・過去の事故事例などを踏まえて、事故につながる危

険性のあるポイントを特に、重点的に点検し、前回

の記録と経過観察の判定部分については、劣化状況

を重点的に点検します。 

 ・設備の点検と共に、施設の利用形態、主な利用ニーズや設備の配置

に配慮して施設全体の安全を心掛ける目配りを欠かしません。 

ウ-2．各施設・設備における具体的対策等＜はやま三ヶ岡山緑地＞ 

≪階段≫ 

・本緑地は急勾配であるため、ハイキングコースの適切な管理は不可欠です。

安全パトロール時に丸太階段の劣化状況点検を徹底し、即応可能な劣化状況

ならばその場で修繕を行います。また、専門的修繕が必要な場合は、外部業

者に連絡のうえ、迅速な補修工事を行います。 

≪四阿・展望デッキ・ベンチ≫ 

・現地調査を行ったところ、四阿・展望デッキ・ベンチはいずれも木製である

ため、劣化が進んでいる箇所があることが判明しました。このような設備の

不整備は、指先を挟んだり擦りむいたりするなど、特に児童にとっての「隠

れた危険因子」となると考えます。 

・パトロール巡視時にチェックシートを用いて、事故につながる危険性のある

ポイントを特に、重点的に点検し、データベース化して事故の未然防止に努

めます。また、日常の設備の点検とともに、中長期的な修繕計画を立てるこ

とで施設の安全対策上にもPDCAサイクルを反映させます。 

≪土砂崩れリスクへの対応≫ 

・本緑地の一部は県の土砂災害警戒区域に指定されており、崖崩れや崩落発生

のリスクに関する知識や情報の習得が求められます。他のハイキングコース

や登山道でのケーススタディやミーティング等、スタッフ教育によって土砂

災害へのリスクマネジメントを徹底します。 

・また、土砂災害のリスクについての利用者への周知のため、ホームページで

の注意喚起や立て看板の設置も行います。 

・降雨後にはパトロールを強化し、危険箇所の点検を重点的に行います。 

また、大雨警報発令時には上り口に「進入禁止」のバリケードを設置し、警

報解除後も日常の点検でデータ化している「高リスク箇所」の確認を確実に

実施し、県に報告を行います。 

<当社が指定管理者受託施設「笛田公園」 

     で使用している「チェックリスト」> 

-公園施設点検マニュアルより- 

　　　　　　　　　　　　　　

１．庭球場　
  ①転圧(１・２回)      ②ブラッシング□　　　　　      ③ライン清掃□      ④落葉回収(      分間)
    
  ⑤ネット着・脱□　　　　⑥コート水撒き(      分間)   　⑦練習場清掃と除草□

  ⑧藤棚とコート上の広場清掃と除草□　　　　　⑨センターからコート間の清掃□

  ⑩川砂散布(    　袋)   ⑪塩カル(   　 袋)   

  ⑫入荷ﾁｪｯｸ（消石灰□　　　燃料□　　　川砂□　　　荒木田□　　　塩カル□）
   
  ⑬降雨全面使用中止□　　      ⑭コート軟弱全面使用中止□　　     ⑮コート内除草(小道除草)□

  ⑯その他(                                                                             )

２．野球場
  ①内野不陸修正□　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②ライン引き□　　　

  ③内野部分ブラッシング＋鉄枠引き□　　　　　　 ④水撒き(    分間)

  ⑤ダッグアウト清掃□　　　　　　　　　　　　⑥小石拾い□　　　　　　　　　　　　　⑦ベースセット□

  ⑧放送設備セッティング□　　　　　　　　　⑨スコアボードセッティング□　　　⑩ベース引上げ□

  ⑪球場内の芝刈り・リヤカー排出□　　　　　⑫観覧席の清掃□

  ⑬芝生　観覧席芝刈りと排出□　　　　　　　⑭外野最億奥部の清掃と除草□

  ⑮降雨使用中止□　　　　　　　　　　　　　　　⑯グランド軟弱使用中止□

  ⑰その他(                                                                            )

３．多目的広場
  ①ブラッシング＋鉄枠引き□　　　②小石拾い□　　　③マーカー掃きだし□　　④バスケット広場清掃□
　　　
４．雨天等　　　
  ①器具類(点検□・調整□・修理□)　　②整理整頓□　　③機械類の給油□　　④石灰運搬(     袋)

５．清掃
  ①事務棟内清掃(会議室含む)□　　　②その他(                                            )

  ③トイレ(事務所□　　広場□　　ﾃﾆｽｺｰﾄ更衣室□)　    ④シャワー室(事務所□　　ﾃﾆｽｺｰﾄ更衣室□)

  ⑤水飲み・足洗い場磨き（事務所前□　　野球場側□　　広場□　　テニスコート横□　　更衣室内□）

  ⑥遊歩道の清掃と除草□　　　⑦市道の清掃と除草　　　⑧事務所と駐車場との階段の清掃と除草□

６．防犯パトロール　　①午前　　時　　分～　　時　　分（　　　　）　　②午後　　時　　分～　　時　　分（　　　　）
   事務所→　多目的広場外周→　東屋→　市道沿いの多目的広場外周→　野球場→　遊歩道→　
   野球場スコアボードの裏の東屋→　遊歩道→　テニスコート→　野球場→　事務所（約25分～30分ｺｰｽ）

７．その他

笛田公園業務内容チェックリスト

　　　年　　　月　　　日(   )
天気　　　　　　　　　　　　　

＜遊具の日常点検講習修了証＞ 

＜丸太階段の劣化＞ 

※ボルトがむき出しで危険状態 

＜木製ベンチの劣化＞ 

＜崖崩れ発生イメージ＞ 

＜進入禁止イメージ＞ 
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≪運搬モノレール≫ 

・本緑地の運搬モノレールは、山頂の終点の広場内にレールがむき出しになっ

ており、利用者の転倒のリスクがあるため、速やかに周囲に柵を設置します。 

 エ．駐車場料金等の管理方法＜葉山公園＞ 

・当社の「経理規定」に基づき、駐車場料金は、毎日閉場後に記帳処理と現金

を突合せの上、金庫へ厳重に保管し、収納に至るまで確実な管理を行います。 

・現金収納は湘南支社地域事業グループマネージャーが週に１回行いま

すが、万が一の事態に備えて、「防犯カラーボール」を携行させます。 

・当社の経理部門が本施設に出向いて、定期的な実地監査を行います。 

②水害防止について 

・大雨や台風の後には、本施設・本緑地内の巡回を強化し、地盤が弱くなって

いる箇所や風倒木のチェックを行い迅速な措置を行います。また、必要に応

じ専門家の指示を仰ぎます。 

 ■維持管理業務における日常の作業の安全対策 

①安全な維持管理作業のための留意事項 

・葉山公園の維持管理作業に当たっては、以下の危険性に留意し、利用者の安全を最優先に、「安全・安

心・快適」を心掛け、常に事故を未然に摘み取り危険のない状態を確保します。 

 

 

 

 

 

 

・はやま三ヶ岡山緑地の維持管理作業に当たっては、特に以下の危険性に留意します。 

  

 

 

 

 

 

②具体的な安全対策 

・利用者に危険が及ばないよう、作業中は「作業表示板」を用いて作業区 

域への立入り制限を行います。また、やむなく草刈時に通路と隣接した 

場所を作業する際や、剪定・伐採時にハイキングコースと隣接した場所

を作業する際は、細心の注意のもと、小石等の飛散防止や伐採枝等の落

下防止に努め、利用者の「安全確保を第一」に行います。 

・葉山公園内で管理車両を走行させる際は、ハザードランプの点灯とともに

10km/hr 以下の徐行運転をスタッフ及び委託先業者に義務付け、利用者

の安全確保を徹底します。 

 

＜防犯カラーボール＞ 

＜公園管理作業において発生可能性のある危険性＞ 
 

・剪定枝等の落下  ・草刈機械等による石等の飛散 

・車両の運転や機械の操作ミスによる事故 

・作業機械や薬剤等の危険有害物質との接触 

・作業エリアへの立ち入りによる転倒、転落等 
留意 

＜レールむき出し状態＞ 

＜風倒木イメージ＞ 

＜剪定・伐採作業において発生可能性のある危険性＞ 
 

・剪定枝や伐採枝等の落下   

・作業道具や薬剤等の危険有害物質との接触 

・作業エリアへの立ち入りによる転倒、転落等 

留意 
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■安全管理の指針の整備 

（例：ハザードマップ、施設点検マニュアル等） 

① ハザードマップの整備 

・本施設内・敷地周辺において危険を伴う場所等を

記載した「ハザードマップ」を作成し、事故の未

然予防に努めます。 

・また本施設内にハザードマップの内容を反映し、

危険箇所・油断箇所への注意喚起サイン・POP

を掲示します。 

②施設点検マニュアル 

・公園スタッフの巡視作業に重点を置き、業務の基準を点検項目に選出して「施設点検マニュアル（チェ

ックシート）」に落とし込みます。また、植物や本施設の異常を発見した際、迅速な対応が可能となる

よう「対応マニュアル」を作成します。 

・チェックシートとマニュアルは常にブラッシュアップし、より現実的な安全管理を遂行します。 

■安全対策の研修 

①危険予知への取組み 

・当社では、安全・衛生管理の推進を企業の

社会的責任（CSR）と捉え、「危険に対す

る感受性」を高める危険予知（KY）活動

に取り組んでいます。 

・事故は「不安全状態」と「不安全行動」が

重なって発生することから、ヒューマンエ

ラーの防止体制を構築しており、このノウ

ハウを本施設に積極的に取り入れ、スタッ

フ教育を徹底することで、安全意識の向上

を図ります。 

 ②ヒヤリハット事例集の作成・活用 

・ハインリッヒの法則によれば、1 つの重大な事故の背後には

29 の軽微な事故が潜んでおり、さらにその背後に 300 のち

ょっとしたヒヤリハット、ヒューマンエラーが存在します。 

・「重大な事故」の発生を防止するには、日常的なヒヤリハット、

ヒューマンエラーを表面に出して報告し、共通の認識として組

織的に防止することが重要です。 

・この日常的なヒヤリハット、ヒューマンエラーをもとに「ヒヤ

リハット事例集」と「危険予知（KY）事例集」を作成・活用し、

研修等を通じてスタッフが情報を共有するとともに、随時改善

を図り、重大な事故の発生防止を図っていきます。 

③安全管理研修 

・安全管理研修の一環として「普通救命講習」の受講による AED

及び CPR（心肺蘇生法）トレーニングを実施します。 

＜KY 教育シート＞ ＜ヒューマンエラー防止の基本＞ 

11

2929

300300

重大な事故重大な事故

ヒヤリハット

軽微な事故

＜ハインリッヒの法則＞ 

＜ハザードマップ例：当社指定管理者受託施設「笛田公園」より＞ 
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（１）事故、異常気象等（水防を含む）の緊急事態が発生した場合の対応方針 

 

 

 

 

■事故や災害発生時等の緊急時の体制及び初期対応 

①緊急時の連絡・連携体制 

ア．迅速なバックアップ体制 

・本施設・本緑地は、当社湘南支社から「車で約 40 分

程度の距離」に立地しており、バックアップとしての

緊急出動も迅速に行うことができます。 

・災害・緊急時や業務外の夜間においても、当社では全

スタッフに「緊急時対応マニュアルカード」を携帯さ

せており、当社内はもとより、県関係部所、消防、警

察、病院等連絡先の一覧を整備し、各所への緊急連絡

を遅滞なく行います。 

・周辺医療機関の情報を収集し、広域的な災害や傷病者

の対応を想定して病院の状況（診療科目、救急指定当

番等）を把握し、災害時や傷病者に対する連携対応を

より確実なものとします。 

・葉山公園管理事務所に衛星電話を設置し、通常の通信

連絡網が途絶えた場合に備えます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

イ．PDCAサイクルによる「未然的防災」体制の整備 

・「計画」「予防」「訓練」「バックアップ」の

サイクルを常に意識した「未然的防災体

制」を整えます。 

・このサイクルのコンテンツは、施設運営を行

う中で適宜ブラッシュアップを行い、防災に

対する意識・スキルの向上を図ります。 

②事故・災害発生時の対応 

＜事故による負傷者への迅速な救護＞ 

  ・万が一、事故が発生した場合には、負傷者への救護を迅速に行う必要があります。そのためには、負傷

者の対応フローを事前に定め、日頃からスタッフ全員が熟知しておかなければなりません。 

計　画 危機管理マニュアルの策定 緊急時体制の計画

予　防
巡回警備強化
警察・防犯機関との連絡連携

ハザードマップの作成・活用
プレメンテナンス実施

訓　練 定期訓練実施、救命等資格取得 防犯防災研修会実施

バックアップ
救命機器設置（ＡＥＤなど）
防災備蓄（事業所として）

各種保健加入
・施設賠償保険
・傷害保険など

＜PDCA サイクルによる防災体制整備の内容＞ 

＜緊急時対応マニュアルカードイメージ＞ 

―基本的な考え方― 

・「万全なバックアップ体制」と「マニュアル整備」のもと「利用者の安全第一」の対応をします。 

・研修や教育等を通じてスタッフの危機管理意識を高め、万が一の傷病者への対応も確実に行います。 

＜イメージ：緊急時対応マニュアルカード＞ 

＜連絡・連携体制＞ 
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・当社では、対応フローを定め、スタッフに安全管理研修を通じて周知させます。また、普通救命講習を

定期的に受講させて AED 訓練も行います。 

・救護活動をさらに有効とするために、近隣の病院、消防署、警察署との連絡体制と応急手当用品の配備

も整えます。また、負傷者への対応はもとより、家族・保護者への連絡も適切に誠意をもって行います。 

 ＜事故の再発防止＞ 

・事故の対応後の施策として「事故の再発防止」は欠か

せません。そのためには、事故の状況を正確に把握し

た記録を作成して情報の共有化を図り、施設・設備・

業務の改善に活用します。 

＜指定管理者賠償責任保険への加入＞ 

・日常管理の中で、事故の未然防止に対する万全の体制を講

じるものの、予期せぬ事故に発展し、利用者から損害賠償

が発生した場合に備えて「指定管理者賠償責任保険」に加

入し、万が一の場合には迅速、誠実な対応に心掛けます。 

■避難誘導、公園の利用制限等を考慮した連絡方法及び対応 

①‐ア 葉山公園での避難誘導（地震津波への対応） 

 ・避難の際は、利用者が災害による被害を受ける箇所を避

け「セイフティゾーン」にある経路を選択して緊急避難

場所である「氏子会館」へ誘導します。 

・大きな津波が予想される場合には、氏子会館

（海抜13ｍ）より高いところへ避難するよ

うに指示します。 

①‐イ はやま三ヶ岡山緑地での避難誘導 

（土砂災害への対応） 

 ・来園者には、大きな声（ハンドマイク等を用いて）

で周辺の避難所への避難（下山）を指示します。 

 ・災害発生時には、緑地内に利用者がいないことを

確認でき次第、速やかに登山口を閉鎖します。 

 

 

 

  

②連絡方法及び対応 

■暴風大雪警報発令時の対策について 

 ・葉山町内（神奈川県全域又は神奈川県西部）に「暴風警報」

「大雪警報」が開園前の時点で発令継続中の場合、重大な

災害が起こる可能性があることに鑑み、利用者の安全を第

一に考え、葉山公園は「臨時休園」、三ヶ岡山緑地は登山

口を閉鎖し、ホームページにて周知します。（県へ報告） 

 ・開園後または日中に警報が発令された場合には、本施設内

（葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地）にいる利用者に対し速

やかに周知し、理解を求めたうえで退園を勧めます。 

＜事故(傷病者)への対応フロー＞ 

記録すべき情報 

１．事故発生日時・場所・天候・発見者(通報者) 

２．負傷者本人情報(氏名・年齢・性別・住所・連絡先) 

３．負傷の部位・種類 

４．事故の形態・原因・発生状況・人的要因 

５．事故発生までの経緯・周辺状況 

６．事故後の対応(応急処置・病院への搬送・警察への連絡) 

  

 

 

■対人・対物賠償 

＜補てん限度額＞ 

        1 名につき ５億円 

        １事故につき５億円 

＜情報収集＞ 

・テレビ、緊急地震速報受信ラジオ、インターネット、

行政機関から正確に情報収集 

 ▽ 

＜園内巡視＞ 

・異常があった箇所、危険個所への立ち入り防止柵

による利用制限（応急措置） 

・掲示板等での告知 

 ▽ 

＜連絡・報告＞ 

・警察署、消防署等への緊急車両や支援要請 

・緊急連絡網を使った神奈川県や当社本部への連絡

や状況報告 

葉山公園 

氏子会館 

＜「氏子会館への避難マップ＞ 

＜はやま三ヶ岡山緑地周辺の避難所＞ 

・①真名瀬コース周辺  → 光徳寺 

・②あじさいコース周辺 → 堀内町民いこいの家 

・③つつじコース周辺  → 一色町民いこいの家 
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（２）急病人が生じた場合の対応（救命救急士等の配置、救命に関する職員研修等） 

 ■急病人発生時のフローチャートの整備 

 ・当社は指定管理者受託施設のみならず全国の各地

に拠点を有するため、急病人及び負傷者発生時に

おけるフローチャートを整備しています。 

 ・施設においては、あらゆる不測の事態が生じうる

ため、場面を想定したフローをもとに、緊急時に

おいても、パニックとなることなく冷静な対応を

もって、お客様や利用者の「安全」と「安心」を

最優先に行動できるような内容としております。 

・また、基本的且つ共通となる事項を除き、各施設

に応じた具体的なマニュアルを整備しています。 

 ・右図のフローチャートをもとに、「葉山公園・はや

ま三ヶ岡山緑地」においても、施設の特性に留意

した「急病人発生時」のマニュアルを細やかに整

備します。 

 

■救命の連鎖（チェーン・オブ・サバイバル）の重要性を意識した救命対応 

 

 

 

 

 

 

■救命に関する研修等 

研修名 内容 頻度 

安全管理研修 ・危険予知(ＫＹ)活動により「危険に対する感受性」を高め、

利用者の安全を最優先とする行動が取れるように訓練し

ます。 

・「普通救命講習」の受講による AED（自動体外式除細動器）

及び CPR（心肺蘇生法）トレーニングを実施します。 

 

年１回 

防災訓練 

 

・「神奈川県地域防災計画」「葉山町地域防災計画」に沿って、

緊急時対応、防犯、防災対策マニュアルを適宜、見直しま

す。 

・緊急時を想定した防災訓練や避難誘導訓練も確実に実施し

ます。 

・自然災害、緊急（事故）時における利用者の生命、身体の

安全確保のため、避難誘導、緊急連絡先の知識を身につけ

る研修を行います。 

 

年２回以上 

初期消火訓練 
・消火器の位置や操作方法に関する訓練も含め、消防署との

連携のもと初期消火訓練も確実に実施します。 

 

 

 

年 1 回以上 

＜以下の一つの連鎖も欠かさないような対応＞ 

1.熱中症にならないよう、特に夏季においては利用者に注意を

喚起します。【心停止の予防】 

2.突然倒れたり、反応がない人を見つけたら、直ちに心停止を

疑い、速やかに１１９番通報を行います。【早い 119 番通報】 

3.研修で習得した応急措置を直ちに行います。 

 【早い心肺蘇生と AED】 

4.専門家に迅速なバトンタッチをします。 

 【救急隊、病院での措置】 
＜救命の連鎖（チェーン・オブ・サバイバル）の考え方＞ 

・急病人が発生した場合、図に示すどれか一つの対応でも抜け落ちても 

生命の危険が増大する。「東京都消防庁より引用」 

                  

 

―東京都消防庁より引用 

  

＜事故（傷病者）への対応フロー＞ 
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「当該公園の『震災時対応の考え方』に示す初動体制等への対応、 

 大規模災害発生時の公園の特性、立地状況等に応じた災害対応の考え方」 

（１）当該公園の「震災時対応の考え方」に示す初動体制等への対応 

≪葉山公園≫ 

■「震災時対応の考え方【参考資料１】」の理解とスタッフへの周知徹底 

①初動時の配備体制 

ア．開園時間中に震度 5 以上の地震が発生した場合 

・ 公園利用者を安全な高台に避難誘導（「氏子会館」へのマップを用意・ハンドマイクにて注意喚起） 

  3 つの係に分担（連絡係・パトロール係・支援係）【津波警報があった場合】 

  30 分以内に 3 つの係に分担【津波警報がなかった場合】 

イ．閉園中に震度 5 以上の地震が発生した場合（スタッフ間の緊急連絡網を整備） 

・ 自宅等で待機し、解除後、公園に参集【津波警報があった場合】 

  安全確認をしながら公園に参集【津波注意報・津波なしの場合】 

 

②時系列別の対応 

・連絡係が初動体制を報告し、支援係は情報収集し園内情報を伝達する。また、安全確認と機能回復及び

負傷者への応急措置も支援係が行う。【地震発生時から 3 時間後までの対応】 

・パトロール係は被災状況把握後、応急措置を行う。また、支援係と協力の上、利用者を避難誘導する。 

 園内が施工中の場合には工事現場の対応も行う。 

 

③連絡網の確保 

・スタッフは常時、携帯電話を所持。また、公園事務所に衛星電話を設置。 

 

≪はやま三ヶ岡山緑地≫ 

■「震災時対応の考え方【参考資料１】」の理解とスタッフへの周知徹底 

①初動時の配備体制 

ア．日中に震度 5 以上の地震が発生した場合・・・葉山公園勤務者と連携し、以下を整備 

・ 葉山公園から出動したスタッフが利用者を安全な場所に避難誘導（ハイキング利用者に注意喚起） 

  3 つの係に分担（連絡係・パトロール係・支援係）【津波警報があった場合】 

  30 分以内に 3 つの係に分担【津波警報がなかった場合】 

イ．夜間に震度 5 以上の地震が発生した場合（スタッフ間の緊急連絡網を整備） 

・ 自宅等で待機し、解除後、本施設に参集【津波警報があった場合】 

  安全確認をしながら本施設に参集【津波注意報・津波なしの場合】 

②時系列別の対応 

・連絡係が初動体制を報告し、支援係は情報収集し緑地内情報を伝達する。また、安全確認と機能回復

及び負傷者への応急措置も支援係が行う。【地震発生時から 3 時間後までの対応】 

・パトロール係は被災状況把握後、応急措置を行う。また、支援係と協力の上、利用者を避難誘導する。 

 緑地内が施工中の場合には工事現場の対応も行う。 

③連絡網の確保等 

・スタッフは常時、携帯電話を所持。葉山公園管理事務所との連絡系統の確保を図る。 
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「当該公園の『震災時対応の考え方』に示す初動体制等への対応、 

 大規模災害発生時の公園の特性、立地状況等に応じた災害対応の考え方」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）大規模災害発生時の公園の特性、立地状況に応じた災害対応の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜当社としての初動体制への対応＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「統括責任者」、不在時には「次席責任者」が指揮をとり、現地スタッフで構成する「連絡係」「パトロ

ール係」「支援係」に対して、各係における役割を確認するよう指示を行います。 

・「連絡係」は県横須賀土木事務所及び当社湘南支社に初動体制等を速やかに報告します。 

・「支援係」は情報収集後、その情報を掲示・放送等で園内に伝えるほか、設備の安全及び稼働状況、周

囲の道路状況を確認します。並行して、負傷者への応急措置を行い、更に手当てが必要な場合は救護所

等への行き方を案内し、周囲に協力を求めます。 

・「パトロール係」は初動体制確立後 1 時間以内に要点検箇所等を巡視し、被災状況や利用状況を連絡係

に伝えます。可能な限り情報収集にあたってはパトロールを行い、把握した情報は図面上にまとめます。 

・危険箇所には即時の対応を行うことを原則とし、危険区域や被害拡大可能性のある区域等にバリケード

設置等の立ち入り防止策をとります。 

・また、利用者が自宅や避難施設等への移動が困難と考えられる場合には安全の確認された場所を選択し、

様子を見るように誘導します。 

 

統括責任者

(現地責任者）

次席責任者

（現地リーダー）

連絡係(1名） パトロール係（1名） 支援係（1名）

横須賀土木事務所当社湘南支社

連絡・報告

バックアップ

連絡・報告

指導・助言

― 葉山公園の特性・立地状況等 ― 

・相模湾（大浜海水浴場）に面し、海抜も１０メートル以下に位置しているため、大地震発生時は 

津波の影響を被る可能性が高い。 

・また、年中、海からの浜風を受けるため、強風によるクロマツ等の倒木の可能性もある。 

地震にかかる注意情報・予知情報又は警戒宣言が解除されるまでの間は、利用者の安全を第一に考え、

本施設を臨時休園します。（県へ報告） 

 

災害対応の考え方 

地震にかかる注意情報、予知情報又は警戒宣言が解除されるまでの間は、利用者の安全を第一に考え、

本緑地を閉鎖します。（県へ報告）※大規模な津波発生時には、避難場所として開放 

 

― はやま三ヶ岡山緑地の特性・立地状況等 ― 

・三ヶ岡山緑地は急勾配であり、台風や大雨時に土砂災害が発生する危険性がある。 

・また、相模湾からの強風の影響を受けるため、緑地全体を形成する樹木の大規模にわたる倒壊の 

可能性も潜んでいる。 

災害対応の考え方 
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「当該公園の『震災時対応の考え方』に示す初動体制等への対応、 

 大規模災害発生時の公園の特性、立地状況等に応じた災害対応の考え方」 

■地域との連携 

・「神奈川県地域防災計画」に従い、災害発生時における県対策本部

の指示に基づき、本施設・本緑地の維持の他に、ボランティア活動

の支援・避難所機能への的確な指示・確保等の支援体制を確立し、

安全確保に全力を尽くします。 

・特に、三ヶ岡山緑地は海抜高く位置することから、大きな地震が発

生した場合、津波を恐れパニックとなった周辺住民が避難してくる

可能性があります。スタッフはそのような非常事態においても、本

緑地に土砂崩れ等の可能性がないか、設備に危険箇所がないかを確

認し、避難住民の安全に最大限の配慮をもって対応します。 

■防災訓練・職員への教育 

①地域を巻き込んだ防災訓練 

・日頃から町内会等を通じて住民 

との協働による防災訓練も行い、災害時の「自助・共助」の考え

も浸透させます。 

②利用者の生命確保を最優先とした対応のための教育 

・震災や台風等の災害時には、利用者の身体・生命の確保を最優先とし、神奈川県の方針に沿った対応方

法を「非常管理マニュアル」に盛り込み、教育・訓練を通じて迅速且つ、的確な対応を行います。 

・また、津波や土砂崩れに関する知識の習得や、津波や土砂崩れが発生した場合の「避難誘導シミュレー

ション教育」も確実に行います。 

・三ヶ岡山緑地にはスタッフが常駐していないため、緊急時には葉山公園から緊急出動する必要がありま

す。緊急時の本緑地への「出動ルート及び出動手段に関するマニュアル」を整備するとともに、緊急時

を想定した「出動訓練」も行います。 

■災害対応物品の備蓄 

・公園管理事務所には救急箱・担架・AED（自動体外式除細動器）や応急用機材

（ヘルメット・バール・ロープ等）、非常用備品（懐中電灯・メガホン・携帯ラ

ジオ・予備乾電池等）を常備するとともに、配置した備品は、即座に使用できる

よう、定期的な点検・整備と使用方法の確認を行います。 

・また、災害時に無料で飲料等が取り出せる災害時対応型（フリーベンド型）自動

販売機を設置します。 

・公園事務所には「緊急地震速報受信ラジオ」を設置します。 

■災害発生時の協力等 

①神奈川県及び葉山町との連携（防災ネットワーク） 

・横須賀土木事務所及び葉山町の防災担当課、消防その他の防災関係機関から災害状況や避難経路（場所）

に関する情報を収集し、利用者に速やかに伝えます。防災に対する認識を県や町の担当部署と日常的に

共有し、万が一の災害発生時にも万全の体制で対応ができるよう協力関係の構築に努めます。 

②地域住民・ボランティア団体との連携 

・消防団だけではなく、小中学校・高等学校、PTA、社会福祉協議会、公民館など、幅広く様々な組織と

連携を取りながら災害対応にあたります。 

＜地震発生時の対応フロー＞ 
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連携する団体・世代

自治会・老人会

近隣小学校

団塊世代

子育て世代

・地元に密接な繋がりのある団体との連携強化を図り、利用に向けたバックアップを続ける
ことで葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地の継続利用に向けた基盤を確立し、常に人が集い、に

ぎわいのある施設にします。

・「鎌倉市笛田公園」での実績をもとに近隣の小学校やＰＴＡに働きかけを行うことで、葉

山公園・三ヶ岡山緑地内で行う「自然観察会」や「環境体験教室」に参加していただくな
ど、公園の多種多様な利用拡大に取り組みます。

・家族、職場に支えられた団塊世代の皆さんに、ハイキング利用などの健康増進活動・趣味
を共有していただいたり、本緑地内で開催する「自然観察会」等のイベントの講師となって

いただくなど、本施設・本緑地を地域における居場所として提供することで、地域コミュニ
ティ活動の担い手となっていただくよう働きかけます。

・フォトコンテストや介護予防教室等、団塊世代の関心が高い「趣味・生きがい・健康」を
テーマとした教室プログラムも企画・開催します。

・葉山公園には乳幼児を連れたお母様方が多く来場されるため、日陰に休息のためのベンチ
を用意するなど、乳幼児はもちろんのこと、お母様方が公園を利用するにあたって負担とな

らないような施設づくりを心掛けます。
・また、ハイキングコースの整備にあたっては「安全第一」を心掛け、ご家族でのハイキン

グを心から楽しむことのできるような管理運営を行います。

方向性

（１）地域人材の活用、地域・関係機関との協力体制の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

■継続的な安定した管理運営を行うための体制 

 ①地域社会との形成を目指す運営体制 

 ・「地域懇談会」を開催するなど、神奈川県、地域住民、都市

住民、企業、学校、地域 NPO など様々な主体との連携を図

り、葉山地区の中心に位置する本施設・本緑地が交流活動

の拠点となるような施設運営を目指します。 

 ・葉山町観光協会、ＮＰＯ法人葉山まちづくり協会をはじめ、

地域 NPO など各種団体と協働し、『 活力ある地域社会・生

きがいのあるくらしの創造―神奈川県―』に向けた管理運

営を行います。 

 ・犬の散歩やハイキングマナーに関わるトラブル等、公園運

営における課題が生じた際には、「調整会議」を設け、当社

が利用者同士の「橋渡し役」となり解決に取り組みます。 

 ②具体的な人材活用、地域との協力体制の構築 

 ・当社は「アダプト・システム（Adopt System）」という、住民や企業の積極的な公園運営への参加の

考え方に賛同し、管理運営に参加したいと欲する住民や企業と積極的にパートナーシップを構築します。 

・以下の通り、地域に密接なつながりのある団体や公園に集う多世代の利用者のそれぞれのニーズを把握

しながら、また助言をいただきながら、「地域に根付いた親しまれる公園」の実現に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―基本的な考え方― 

・当社湘南支社は鎌倉市に事務所を設立し45年、この湘南エリアとともに成長してまいりました。

逗子・葉山エリアでの取引も多く地域の特性を十分に把握・理解しており、「葉山公園」「はやま三

ヶ岡山緑地」の管理運営にあたっても、利用者や地域、関係機関等との良好な関係を構築します。 

・また、神奈川県内及び葉山地域のボランティア団体をはじめとした地域団体との連携を強化する中

で、本施設の魅力をさらに増進させ、葉山地区においても「地域の一員」として認められるべく努

力します。 

・地域密着型の運営を通じて付加価値の高いサービスを提供するとともに、市民活動を積極的に支

援し、地域の活性化に貢献します。 

。 

＜連携体制＞ 
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（２）ボランティア団体等との連携、協働及び育成 

 ■基本的な考え方 

 ・ボランティア団体や地域ＮＰＯの方々の公園への参加を進めることで、公園や緑地への多様化するニー

ズや課題、公園や緑地の持つ魅力を共有することにより、相互の信頼関係が形成され、「人と人」「場所

と場所」「人と場所」の繋がりが醸成され、公園での活動を通したコミュニティの成長や「生きがいづ

くりのきっかけ」となると当社は考えます。 

 ・当社は、公園の管理運営に参画してくださる団体を積極的に支援する体制を構築します。また、各団体

からの助言や提言等を公園運営スキルの向上に結び付けるなど、「双方向的」かつ「相補完的」な関係

性の構築を真摯に追求します。 

■具体的な連携・協働・育成 

・当社は、今回の応募にあたり、「ＮＰＯ法人 葉山まちづくり協会」とパートナー

シップの構築に向けた協議を行っております。当社が本公園の指定管理者になっ

た際には、同協会、協会に加盟する各ボランティア団体と連携協力の上、魅力あ

るイベントやプロジェクトを企画・実施します。 

＜具体的連携プロジェクト（イメージ）＞ 

 ご協力を仰ぐ団体例 連携の概要 イメージ 

葉
山
公
園
・
は
や
ま
三
ヶ
岡
山
緑
地
共
通 

NPO 法人 

葉山まちづくり協会 

―葉山公園・三ヶ岡山緑地の魅力発見マップ作成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ― 

・特に三ヶ岡山緑地については利用者数が限られている現状が

あります。そこで「葉山まちづくり協会」のネットワークを活

用し、葉山地域の「隠れた魅力」を地域の皆様に発見していた

だき、それを集約させた「見所リーフ」の作成を行います。 

・葉山公園については、同会の情報誌『葉山の仲間たち』等を

活用し、イベント等の案内や広報を積極的に配信します。 

 

葉山里山愛好会 

葉山 山楽会 

―「歩きながら」葉山を知ろうﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ― 

・両団体には葉山公園内や三ヶ岡山緑地において草花や樹木の

調査等を行っていただき、その調査結果を「自然学習会」とい

う形で地域の小学生に紹介します。 

・また、実際にハイキングをされている山楽会の皆様に三ヶ岡

山緑地の「ハイキングコース」としての魅力や改善点などモニ

タリングをお願いし、当社の管理運営に反映させます。また、

「山歩き教室」を小学生のみならず多世代の方に向けたイベン

トとして取り組みます。 

 

教育自然学習会 ―人間と自然と葉山のつながりを考えるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ― 

・「自然を体系的・継続的に学ぶ」舞台として、葉山公園やは

やま三ヶ岡山緑地は非常に好条件と考えます。「ワークショッ

プ」等を積極的に、本公園、本緑地にて開催します。 

 

葉
山
公
園 

葉山・花とみどりの 

まちづくりを進める会 

―葉山公園の花壇をさらに魅力あるものにするﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ― 

・葉山公園にはボランティアの方々によって管理されている花

壇があります。公園の魅力をさらに向上させるために葉山公園

の雰囲気に沿った花壇づくりにご協力をいただきます。 

・「寄せ植え教室」等のイベントを企画実施し、「花とみどりの

ある環境」の素晴らしさを地域の方々にお伝えします。 

 

三
ヶ
岡
山
緑
地 

二子山山系 

自然保護協議会 

―はやま三ヶ岡山緑地の自然環境を保護するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ― 

・はやま三ヶ岡山緑地は「主として動植物の生息地又は生息地

である樹林地帯を保護する目的」で設定された都市林であり、

豊饒なみどりが保持されています。 

・はやま三ヶ岡山緑地の自然環境を将来世代に継承していくた

め、同会の指導のもと「みどり保全アップ」の運動を展開しま

す。 

 

＜葉山まちづくり協会HPより引用＞ 
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（３）他の公園、周辺施設との交流・連携 

 ■「しおさい公園」「あじさい公園」等との交流・連携 

 ・近隣に位置する「しおさい公園」「あじさい公園」

「南郷上ノ山公園」の施設の設置目的や利用状況

も十分に把握し、その理解を葉山公園の管理運営

にフィードバックさせることで、大きな視座に立

った総合的な「パークマネジメント」を行います。 

 ・また、両公園のみならず周辺施設である「葉山マリ

ーナ」「県立美術館葉山」「山口蓬春記念館」とも連

携を図りながら、葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地を

中心とした「葉山ウォーキングマップ」等の作成を

行い、コミュニティ全体の活性化を図ります。 

 ■「レンタサイクル」を利用した「文化財巡りの提案」 

 ・当社は、自主事業として「レンタサイクル」を

用意します。 

 ・「葉山公園」を出発点として、葉山地区の「文

化財」を中心とした由緒ある名所や県立博物館

や県立美術館等の文化施設、夕日や富士山の眺

望が美しい長者ヶ崎等のビューポイント、ある

いは、地元に点在する特色のあるカフェやショ

ップ等、浜風の中、潮騒の音を聞きながら巡る

サイクリング（スポーツツーリズム）をご提案

します。 

 ・「ウォーキングマップ」と併せて独自の「サイ

クリングマップ」も作成し、季節に合わせた多

様な「サイクリングコースプラン」を提案させ

ていただき、利用者からの求め 

に応じて、それぞれのコースを 

ご説明・ご案内させていたただ 

きます。 

 ■当社指定管理者受託施設「鎌倉市笛田公園」等 

との相互交流 

・現在、当社が指定管理者として受託している「鎌倉市笛田公園」と

「中津川市苗木公園」では定期的にスタッフ間の交流を行い、より

魅力的な施設づくりのための意見交換を行っています。 

・葉山公園・三ヶ岡山緑地を当社が運営することになった際には、当

社が運営する他の指定管理者施設との「相互交流」「相互巡視（セ

ルフモニタリング）」を行うことで、種々の意見を積極的に取り入

れ、多角的な視点を身に付けた管理運営を行っていきます。 

　 国指定

長柄桜山古墳群 史跡 長柄長運寺　地蔵十王図 絵画

紙本著色十二ヶ月風俗図 絵画 クロガネモチ・イヌマキ 天然記念物

　 県指定 長徳寺の庚申塔 建造物

上山口新善光寺 四脚門 本堂 厨子 建造物 高祖坂の庚申塔 建造物

翁面 民俗 星山の庚申塔 建造物

　 町指定 神明社の庚申塔 建造物

石造五輪塔　猪俣小平六範(則)綱 建造物 森戸神社の庚申塔 建造物

岡部六弥太忠純(澄)両将の墓 建造物 顕彰碑　ベルツ博士・マルチイーノ公使建造物

上山口新善光寺　阿弥陀三尊立像 彫刻 永津家のカヤの木 天然記念物

堀内長徳寺　毘沙門天立像 彫刻 木古庭本圓寺　木造大黒天 彫刻

長柄仙光院　地蔵菩薩立像 彫刻 堀内清浄寺　阿弥陀三尊立像 彫刻

森戸大明神のビヤクシン（柏槇) 天然記念物 道標をかねた石塔 建造物

木古庭滝不動尊の常緑樹林及び境内樹林 天然記念物 ウメの巨木 天然記念物

木古庭 永嶋家のカヤの木 天然記念物 上山口観正院　木造十一面観音菩薩立像彫刻

上山口新善光寺　常緑樹林 天然記念物 森戸神社社殿 建造物

玉蔵院のエノキ・イチョウ 天然記念物 後北條氏書状 文書

上山口西光寺　阿弥陀三尊立像 彫刻 室内庚申塔　一色上の里 彫刻

上山口西光寺　地蔵菩薩立像 彫刻 室内庚申塔　下山口平 彫刻

石造五輪塔　平兼盛墓 建造物 室内庚申塔　下山口星山 彫刻

シダレザクラ（枝垂桜） 天然記念物 長柄長運寺　木造不動明王及び二童子像彫刻

十二天のビヤクシン（柏槇） 天然記念物 大明山本圓寺　古絵図 文書

大沢の庚申塔 建造物 大正天皇崩御・昭和天皇皇位継承の地 史跡

寺前の庚申塔 建造物 「古将の墓」並びに「副葬品」 史跡

唐木作の庚申塔 建造物 大昌寺のモミジ 天然記念物

茅木山の庚申塔 建造物 堀内相福寺　阿弥陀如来坐像 彫刻

玉蔵院の庚申塔（A） 建造物 堀内相福寺　阿弥陀如来立像 彫刻

夜泣石脇の庚申塔 建造物 旗立山（鐙摺山） 史跡

笠原商店前の庚申塔 建造物 葉山芝崎海岸及び周辺水域 天然記念物

長柄上の庚申塔 建造物 一色玉蔵院　木造大日如来坐像 彫刻

栗坪の庚申塔 建造物 一色玉蔵院　木造不動明王立像 彫刻

正吟の庚申塔 建造物 一色玉蔵院　木造虚空蔵菩薩坐像 彫刻

玉蔵院の庚申塔（Ｂ） 建造物 一色前田の庚申塔 建造物

脇町の庚申塔 建造物 一色森山社　「行合祭」 無形民俗

実教寺の庚申塔 建造物 潮神楽 無形民俗

世計り神事

 葉山の文化財 

笛田公園 苗木公園 

交流 

葉山公園 三ヶ岡山緑地 
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（４）地域企業等への業務委託による迅速、かつ、きめ細かいサービスの提供に向けた取組内容                                                           

■委託業務の「精査」「公表」「フィードバック」 

・当社は専門的知識や特殊な技術を要する浄化槽等の法定点検や遊具点検を、神奈川県内の専門企業に業

務委託します。また、地域人材の活用及び迅速かつ円滑な業務の遂行の観点から、駐車場の運営につい

ても県内の警備専門会社、シルバー人材センターと駐車場交通誘導員の委託契約を行い、円滑な交通誘

導を行います。 

・「利用者視点のきめ細かいサービスの提供」のためには、業務を内部で行うか、外部に委託するのかの

精査を適宜行う必要があると当社は考えます。 

・以上の視点及び経費面からの精査・再検討を踏まえた「外部委託対象業務」を神奈川県に公表し、県か  

 らの指導のもと、本施設の管理運営にとってどのような委託の在り方が適切かを見直し、本施設の管理

運営に反映させます。 

 

 

 

 

（５）企業のＣＳＲ活動（社会的責任、社会貢献）や学校等との連携（実現可能なもの） 

■あたたかくて、楽しい、誰もが生活する歓びに満ちている社会へ 

・「誰もが笑顔で過ごせる社会」を創るために、当社グループは、「技術、サービス、創造力の向上を図り、

活力とゆとりある人間社会の実現に貢献する」というグループ理念に基づいた社会貢献活動を広く国内

外で実施し、たくさんの人と出会う機会を広げています。 

・当社グループは「企業倫理・遵法宣言」において、「地域との協調・融和」を掲げ、良き市民、良き隣人

として、ボランティア活動等、地域社会への諸行事に積極的に参加しており、これからも地域の発展に

貢献してまいります。 

 

 

 

 

 

・当社指定管理者受託施設「笛田公園」にて社会福祉施設の方々に就労体験の

機会を提供しています。 

・当社プライベートブランド商品の売上の一部を募金しています。 

・三菱電機グループの一員として社員の寄付に対して団体がその同額を 

加えるマッチングギフト制度（SOCIO-ROOTS 基金）に参加しています。 

■ＣＳＲ具体的取組計画 

 

外部委託することが適切か

どうかの精査・再検討 

 

神奈川県への公表 

神奈川県からの指導 

 
業務委託の在り方の再検討 

管理運営へのフィードバック 

利
用
者
サ
ー
ビ
ス 

の
向
上 

・自主事業として行う「レンタルサイクル」の収益の一部を「神奈川県 みどりの募

金」に寄付します。 

 

・社会福祉施設等におられる障がい者の方々や高齢者をお招きする日を設定し、 

葉山公園及びその周辺施設の環境や歴史をご案内させていただきます。 

・近隣小学校に働きかけ「自然観察会」等のイベントへの参加を促します。 

 

・全国の各支店において「グリーン購入」「エコ運動」を展開しています。 

・三菱電機グループの一員として「里山保全活動」を行っています。 

・公園敷地内だけではなく、公園周辺環境（大浜海岸等）の「クリーンアップ 

作戦」を社内のボランティアを募り実施します。 
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（１）積算（内訳）において特に留意した事項 

■現行指定業者との比較（葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地合算） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 今回より消費税率 8％の提案となるため、比較しやすく「税抜」で表示 

※ 『25 年度計画』については、募集要項「参考資料 2」より引用 

■積算(内訳)において特に留意した事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経費節減について工夫した点、努力した点等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①人件費の適正化 

・現地責任者の常駐化により、現地スタッフ数の見直しを行い、人件費の適正化を行いました。 

②植物管理の内作化 

・中低木、及び芝生管理、また、その他の箇所についてもできるだけ内作化を進めていきます。 

③葉山公園駐車場誘導員の見直し 

・夏季の繁忙期には利用が集中することで車両の出入りが難しく、また、駐車場近辺には管理人が立って

いるが、不慣れなため混乱が多い、との近隣住民の方からの声が多数寄せられているため、7,8 月の繁

忙期には交通誘導資格保持者を配置し、事故やトラブルを未然に防止し、スムーズな入出庫策を実施し

ます。 

 

 

（単位：千円）（税抜）

現行事業者
25年度計画

当社
27年度計画

差額 備考

13,333 12,222 ▲ 1,111

12,754 11,525 ▲ 1,229 3年間の平均に対し、5％アップで積算

514 514 今回提案より自動販売機収入を収支に組入れ

26,087 24,261 ▲ 1,826

2,096 1,378 ▲ 718

植物管理 1,100 1,200 100 樹木診断費用込

人件費 10,532 9,424 ▲ 1,108

その他管理費 1,637 1,760 123

計 13,269 12,384 ▲ 885

使用料 3,107 3,107 0 現行事業者計上の使用料を充当

駐車場運営費　 6,664 6,677 13

計 9,771 9,784 13

951 715 ▲ 236

26,087 24,261 ▲ 1,826

項目

収
入

計

支
出

事務費

①指定管理料

②駐車場収入　  

③自動販売機収入
（利益率15％と仮定）

駐
車
場

一般管理費等経費

計

管
理
費

現状 留意した事項

■葉山公園管理事務所には電話機、パソコン機器類といった
　情報通信網がない。

　①電話での問合せが事業者本部となり、不便をきたす。
　②緊急時の対応が遅れる。

■管理事務所内の整理整頓をし、携帯電話2機、パソコン、
　プリンター、ネット環境を整備します。

　①電話での問合せに現地で応えられる。
　②緊急時には情報の受発信が可能となる。
　③HPでリアルタイムの情報提供を実現できる。

■葉山公園管理事務所には、衛星携帯電話が設置されていない。

　大規模災害等で電話回線が断絶された場合は連絡不能となる。

■管理事務所内に設置をし、定期的に通信訓練を実施します。

　地震等の大規模災害時でも通信の確保が可能とする。

■葉山公園管理事務所には、AED（自動体外式除細動器）が
　設置されているかどうか確認できない（3月1日時点）。

　緊急時の対応に懸念。

■管理事務所内に設置をし、スタッフにも年1回の「普通救命
　講習」を実施します。

　迅速に救命処置を行えることで、救命率を向上させます。
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＜付属書類＞ 

ア-1 収支計画表（葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地合算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

13,199 13,199 13,199 13,199 13,199

12,447 12,509 12,572 12,635 12,698

0 0 0 0 0

555 555 555 555 555

26,201 26,263 26,326 26,389 26,452

552 552 552 552 552

800 800 800 800 800

25 25 25 25 25

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

420 420 420 420 420

320 320 320 320 320

420 420 420 420 420

常勤給与・賞与 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

非常勤給与・賞与 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207

各種手当 712 712 712 712 712

法定福利費 720 778 836 894 953

パート・アルバイト賃金 3,985 3,985 3,985 3,985 3,985

600 600 600 600 600

0 0 0 0 0

3,107 3,107 3,107 3,107 3,107

6,677 6,677 6,677 6,677 6,677

715 715 715 715 715

1,941 1,945 1,950 1,955 1,959

26,201 26,263 26,326 26,389 26,452

（単位：千円）

項目

収
入

①指定管理料

②駐車場収入　

③利用料金収入

④自動販売機収入  

収入計

支
出

公
園
維
持
管
理
業
務

事務費

一般管理費（消耗品、図書代
通信運搬費、職員旅費）

光熱費

保険料

管理費

植物管理

施設管理(法定点検等含)　

清掃管理

運営管理

人
件
費

修繕費

諸掛

駐車場経費
使用料

支出計

駐車場運営費　

事務経費 一般管理費等経費  

租税公課 消費税等
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＜付属書類＞ 

ア-2 支出について、各経費の算出根拠資料（葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地合算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

Ｈ２７ 備考

携帯電話 　 84 2機　7千円/月

衛生携帯電話 60 基本料金　5千円/月

ＰＣネット費用　 48 通信料　4,000/月

事務用品　 60 5,000/月

燃料費　 60 ガソリン代　5,000/月

車両リース　 240 軽トラックリース代　20,000/月（業者見積済）

計 552

800 21-24平均785千円（募集要項による）

25 施設賠償責任保険（業者見積済）

1,200 高木剪定・樹木診断費等（業者見積済）

法定点検 20 葉山公園 みなし浄化槽（業者見積済）

法定点検 25 葉山公園 合併浄化槽（業者見積済）

法定点検 80 三ヶ岡山緑地 消防ポンプ（業者見積済）

遊具点検 95 葉山公園遊具（業者見積済）

トイレットペーパー 40 葉山公園トイレ用

ＡＥＤ　 60 リース代　5,000/月（業者見積済）

自転車　 50 自主事業（レンタサイクル）による経費　@10,千円×5台

カラーコーン 50 葉山公園　園内外で使用　 @500×100個

計 420

清掃用具 200

洗剤等 20

ゴミ定期 80

ゴミ不燃 20

計 320

イベント 200  開催費用 @20,000×10回

案内看板 120

リーフレット 100

計 420

常勤給与・賞与 2,800 現地責任者給与1人分（200千円/月）＋賞与

非常勤給与・賞与 1,207

各種手当 712
交通費5人（10千円/月）
福利厚生費3人（2千円/月）
パート社員賞与2人（20千円/年）

法定福利費 720 社会保険料等3人（20千円/月）

パート・アルバイト賃金 3,985 1日6時間勤務＠900円

計 9,424

600 三ヶ岡山緑地階段、ベンチ、手すり等

0

駐車場経費 3,107 25年度現行事業者計画値を充当

6,677

ブースリース代170千円　　修繕費200千円
消耗品費、物件費、自賠責保険料100千円
<7,8月>
・交通誘導資格者（3人）
　平日＠45千円×42日、休日＠55千円×19日
・料金徴収者（1人）＠900円×10時間×61日
<上記以外の月>
・シルバー人材センター（2人）＠900円×10時間×162日
・料金徴収者（1人）＠900円×10時間×101日

事務経費 一般管理費等経費  715 衛星電話、HP、PC&プリンター、刈払機等の初期投資費用含む

租税公課 消費税等 1,941

26,201支出計

項目

支
出

事務費

一
般
管
理
費

光熱費

保険料

管理費

植物管理

施
設
管
理

清
掃
管
理

運
営
管
理

人
件
費

修繕費

諸掛

使用料

駐車場運営費　
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＜付属書類＞ 

イ 収入積算内訳書（葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地合算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）（税込）

項目 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

①指定管理料

②駐車場収入

③利用料収入 － － － － －

④自動販売機
利益

収入計 26,201 26,263 26,326 26,389 26,452

・初年度（H27年）：11,525（H21-24平均実績値）×1.05（5％努力目標→イベント、
   施設管理向上等による集客増を図る）＝ 12,101（5％税込）→12,447（8％税込に置換）
・翌年度（H28年）以降、更なる「魅力ある公園づくり」を進めて利用者を増やし、微増では
   あるが「駐車場収入」の増加を図っていく。

2,400（H21-24平均売上値2台分）×15％（想定手数料収益）＝360
現状２台＋アイスクリーム自動販売機  →1台：180千円×3台＝540
540（5％税込）→555（8％税込に置換）

・「①指定管理料」：総支出－「②駐車場収入」－「③自動販売機収入」
・次年度以降、「②駐車場収入」の増加を見込んでいるが、人件費（法定福利費）の増加も
　想定されるため、指定管理料は5年間同額とする。
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＜付属書類＞ 

ア-1 収支計画表（葉山公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

6,121 6,090 6,058 6,026 5,995

12,447 12,509 12,572 12,635 12,698

0 0 0 0 0

555 555 555 555 555

19,123 19,154 19,185 19,216 19,248

360 360 360 360 360

800 800 800 800 800

13 13 13 13 13

400 400 400 400 400

340 340 340 340 340

160 160 160 160 160

336 336 336 336 336

常勤給与・賞与 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

非常勤給与・賞与 604 604 604 604 604

各種手当 356 356 356 356 356

法定福利費 360 389 418 447 476

パート・アルバイト賃金 1,993 1,993 1,993 1,993 1,993

300 300 300 300 300

0 0 0 0 0

3,107 3,107 3,107 3,107 3,107

6,677 6,677 6,677 6,677 6,677

500 500 500 500 500

1,417 1,419 1,421 1,423 1,426

19,123 19,154 19,185 19,216 19,248

（単位：千円）

項目

収
入

①指定管理料

②駐車場収入　

③利用料金収入

④自動販売機収入  

収入計

支
出

公
園
維
持
管
理
業
務

事務費

一般管理費（消耗品、図書代
通信運搬費、職員旅費）

光熱費

保険料

管理費

植物管理

施設管理(法定点検等含)　

清掃管理

運営管理

人
件
費

修繕費

諸掛

駐車場経費
使用料

駐車場運営費　

事務経費 一般管理費等経費  

租税公課 消費税等

支出計
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＜付属書類＞ 

ア-2 支出について、各経費の算出根拠資料（葉山公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

Ｈ２７ 備考

携帯電話 　 42 1機　3,500円/月

衛生携帯電話 60 基本料金　5千円/月

ＰＣネット費用　 48 通信料　4,000/月

事務用品　 60 5,000/月

燃料費　 30 ガソリン代　2,500/月

車両リース　 120 軽トラックリース代　10,000/月（業者見積済）

計 360

800 21-24平均785千円（募集要項による）

13 施設賠償責任保険（業者見積済）

400 高木剪定、樹木診断等

法定点検 20 葉山公園 みなし浄化槽（業者見積済）

法定点検 25 葉山公園 合併浄化槽（業者見積済）

遊具点検 95 葉山公園遊具（業者見積済）

トイレットペーパー 40 葉山公園トイレ用

ＡＥＤ　 60 リース代　5,000/月（業者見積済）

自転車　 50 自主事業（レンタサイクル）による経費　@10,千円×5台

カラーコーン 50 葉山公園　園内外で使用　 @500×100個

計 340

清掃用具 100

洗剤等 10

ゴミ定期 40

ゴミ不燃 10

計 160

イベント 160  開催費用 @20,000×8回

案内看板 96

リーフレット 80

計 336

常勤給与・賞与 1,400 三ヶ岡山緑地と按分

非常勤給与・賞与 604 三ヶ岡山緑地と按分

各種手当 356 三ヶ岡山緑地と按分

法定福利費 360 三ヶ岡山緑地と按分

パート・アルバイト賃金 1,993 三ヶ岡山緑地と按分

計 4,713

300 ベンチ、手すり等

0

駐車場経費 3,107 25年度現行事業者計画値を充当

6,677

ブースリース代170千円　　修繕費200千円
消耗品費、物件費、自賠責保険料100千円
<7,8月>
・交通誘導資格者（3人）
　平日＠45千円×42日、休日＠55千円×19日
・料金徴収者（1人）＠900円×10時間×61日
<上記以外の月>
・シルバー人材センター（2人）＠900円×10時間×162日
・料金徴収者（1人）＠900円×10時間×101日

事務経費 一般管理費等経費  500 三ヶ岡山緑地と按分（7：3）　← 支出割合から算出

租税公課 消費税等 1,417

19,123

諸掛

使用料

駐車場運営費　

項目

支
出

事務費

一
般
管
理
費

光熱費

保険料

管理費

植物管理

施
設
管
理

清
掃
管
理

支出計

運
営
管
理

人
件
費

修繕費
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＜付属書類＞ 

イ 収入積算内訳書（葉山公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）（税込）

項目 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

①指定管理料

②駐車場収入

③利用料収入 － － － － －

④自動販売機
利益

収入計 19,123 19,154 19,185 19,216 19,248

・「①指定管理料」：三ヶ岡山緑地の総支出－「②駐車場収入」－「③自動販売機収入」
・次年度以降、「②駐車場収入」の増加を見込んでいるが、人件費（法定福利費）の増加も
　想定されるため、指定管理料は5年間同額とする。

・初年度（H27年）：11,525（H21-24平均実績値）×1.05（5％努力目標→イベント、
   施設管理向上等による集客増を図る）＝ 12,101（5％税込）→12,447（8％税込に置換）
・翌年度（H28年）以降、更なる「魅力ある公園づくり」を進めて利用者を増やし、微増では
   あるが「駐車場収入」の増加を図っていく。

2,400（H21-24平均売上値2台分）×15％（想定手数料収益）＝360
現状２台＋アイスクリーム自動販売機  →1台：180千円×3台＝540
540（5％税込）→555（8％税込に置換）
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＜付属書類＞ 

ア-1 収支計画表（はやま三ヶ岡山緑地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

7,078 7,109 7,141 7,173 7,204

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7,078 7,109 7,141 7,173 7,204

192 192 192 192 192

0 0 0 0 0

12 12 12 12 12

800 800 800 800 800

80 80 80 80 80

160 160 160 160 160

84 84 84 84 84

常勤給与・賞与 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

非常勤給与・賞与 603 603 603 603 603

各種手当 356 356 356 356 356

法定福利費 360 389 418 447 477

パート・アルバイト賃金 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992

300 300 300 300 300

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

215 215 215 215 215

524 526 529 532 533

7,078 7,109 7,141 7,173 7,204

項目

収
入

①指定管理料

②駐車場収入　

③利用料金収入

収入計

支
出

公
園
維
持
管
理
業
務

事務費

一般管理費（消耗品、図書代
通信運搬費、職員旅費）

光熱費

保険料

管理費

植物管理

支出計

（単位：千円）

駐車場経費
使用料

駐車場運営費　

事務経費 一般管理費等経費  

④自動販売機収入  

租税公課 消費税等

施設管理(法定点検等含)　

清掃管理

運営管理

人
件
費

修繕費

諸掛
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＜付属書類＞ 

ア-2 支出について、各経費の算出根拠資料（はやま三ヶ岡山緑地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

Ｈ２７ 備考

携帯電話 　 42 1機　3,500円/月

燃料費　 30 ガソリン代　2,500/月

車両リース　 120 軽トラックリース代　10,000/月（業者見積済）

計 192

12 施設賠償責任保険（業者見積済）

800 高木剪定、枯損木処理等

80 三ヶ岡山緑地 消防ポンプ（業者見積済）

清掃用具 100

洗剤等 10

ゴミ定期 40

ゴミ不燃 10

計 160

イベント 40  開催費用 @20,000×2回

案内看板 24

リーフレット 20

計 84

常勤給与・賞与 1,400 葉山公園と按分

非常勤給与・賞与 603 葉山公園と按分

各種手当 356 葉山公園と按分

法定福利費 360 葉山公園と按分

パート・アルバイト賃金 1,992 葉山公園と按分

計 4,711

300 三ヶ岡山緑地階段等

0

事務経費 一般管理費等経費  215 葉山公園と按分（7：3）　← 支出割合から算出

租税公課 消費税等 524

7,078

項目

支
出

事務費

一
般
管
理
費

保険料

管理費

植物管理

清
掃
管
理

支出計

施設管理（法定点検）

運
営
管
理

人
件
費

修繕費

諸掛
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＜付属書類＞ 

イ 収入積算内訳書（はやま三ヶ岡山緑地） 

 

（単位：千円）（税込）

項目 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

①指定管理料

②駐車場収入 － － － － －

③利用料収入 － － － － －

④自動販売機
利益

－ － － － －

収入計 7,078 7,109 7,141 7,173 7,204

・「①指定管理料」＝　三ヶ岡山緑地の総支出
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（１）指定期間を通じて効果的・効率的に指定管理業務を行うための人員配置等の状況 

■現地責任者の役割及び経歴、主要職員の役割分担 

①効率的な業務執行体制 

・現地責任者は、業務経験豊かなベテランを配置し、県との窓口となっ

て事業を統括します。 

・各業務のスタッフは、業務の内容に応じて、専門の知識・技能・経験

を有する者を適材適所に配置し、効率的な運営を行います。 

・当社の湘南支社が中心となり、繁忙時や緊急時には即応できる体制を

確保します。 

・本施設に配置するスタッフは、労働関係法規に則った無理のないローテーションを組むとともに、年1回

の健康診断の受診を義務付けて健康管理にも留意いたします。 

②担当職務 

・指定管理立上げ時には、円滑に管理運営を進めていくために、管理監督者としてマネジメントに長けた、

鎌倉市笛田公園の管理責任者を「現地責任者」として配置します。 

・また、補佐役としてプレイングリーダーともなる「現地リーダー」を地元より2名採用します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■公園管理運営士、造園技能士、造園施工管理技士等公園の管理運営に係る有資格者の配置状況 

・芝、中低木の剪定については当社の 

造園施工管理技士、清掃業務については 

ビルクリーニング技能士の指導のもと、 

確実な管理運営を行います。 

・また、当社は右図の通り、あらゆる分野 

の資格取得者を有しています。 

専門力・提案力・持続力を結集した総合 

力をイベント等の開催を含めた本施設の 

利用促進に反映させます。 

 

■県、県出先事務所、指定管理者本部、指定管理者現地との連絡体制 

・当社の本社、湘南支社並びに葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地管理センターがそれぞれの機能・役割を十

分に果たし、三位一体となって「葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地」の効用を最大限に引き出すとともに、 

災害緊急時においても万全な「バックアップ体制」を構築します。 

 

2013年4月15日現在

□食事提供・販売関連□

調理師 (488)
ふぐ調理師 (30)
管理栄養士 (73)
栄養士 (147)
一般旅行業務取扱主任者 (29)
国内旅行業務取扱主任者 (42)
販売士２級 (10)
販売士３級 (12)

□不動産関連□

一級建築士 (15)
二級建築士 (8)
マンション管理業務主任者 (7)
建築施行管理技士１級 (7)
建築施行管理技士２級 (12)
宅地建物取引主任者 (129)
不動産コンサルティング (31)

□介護関連□

介護支援専門員 (49)
介護福祉士 (121)
社会福祉士 (12)
看護師 (20)
ホームヘルパー１級 (15)
ホームヘルパー２級 (364)
福祉用具相談専門員 (67)

□建物等管理・維持関連□

造園施行管理技士１級 (3)

造園施行管理技士２級 (14)
ビルクリーニング技能士 (45)
警備員１級（施設警備） (5)
警備員２級（施設警備） (40)
警備員２級（交通誘導警備） (8)
警備員指導教育責任者（１号警備）(38)
警備員指導教育責任者（２号警備）(1)

当社有資格者一覧

ポスト 主な担当職務 配置数 雇用形態 スキル

・現地の統括業務

・業務計画及び進捗管理その他

・日計表・日報・月報等資料作成

・渉外/折衝窓口(神奈川県、町内会、市民)

・イベント実施業務  ・他スタッフの補助

・問合せ対応  ・現地責任者補佐

・整備清掃スタッフ補助

・問合せ対応

・イベント企画・実施サポート

・施設設備の保守点検/小修繕

・緑化管理(植栽剪定・芝刈りほか)

・清掃/ゴミ収集  ・安全パトロール

マネジメント経験者
（笛田公園

   管理責任3年）

管理監督職経験者

コミュニケーション
能力

現地スタッフ アルバイト２名

契約社員現地責任者 １名

パート社員２名
現地リーダー

（現地副責任者）
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・また、当社が受託した他の指定管理者施設（鎌倉市笛田公園・中津川市苗木公園等）との「相互巡視」

による業務品質チェックやノウハウの共有化等も実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）業務の一部を委託する場合の管理・指導体制の状況 

 

  

 

 

■具体的な委託業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・委託先選定基準を設け、候補企業の運営状況、業務内容、安定性等につき比較検討を行い、運営の効

率化、弾力化の立場から、最もコストの縮減が可能な委託先を選択します。 

■受託業者への指導 

・「作業計画書」及び「作業報告書」の提出を義務付け、業務内容を把握します。 

・委託業務は、提出された報告書により定期検査を行い、業務品質の評価を行います。 

・問題等を発見した場合は、箇所・もの・状態に応じて利用者の安全を考慮し、施設の一部使用停止等

の適切な対応をとるとともに、委託業務の改善要求を行います。 

（３）指定期間を通じて安定して指定管理業務を行うための人材育成や職員採用の状況 

 

 

 

 

 
 

＜当社の企業理念・従業員行動指針＞ 

 

―当社の行動指針－ 
・当社は、総合福祉サービス会社として社是 

「お客様の元気な笑顔が私たちの喜びです」のもと、 

「一人ひとりが明るく活き活きと活動し、お客様から 

信頼される」職員育成を目指し、企業理念・従業員 

行動指針カードを全従業員に携行・唱和させています。 

―基本的な考え方― 

・特殊な技術を要する「法定点検」や「保守点検」、危険を伴う「高所作業」等は外部事業者にて対応します。 

・清掃、植栽、修繕等の維持管理については、できる限り内作化し、経費の縮減に努めます。 

・外部委託業者への協力を仰ぐ時は、県内特に地域の中小企業者の受注機会の確保・拡大に配慮します。 

区分 管理項目 内容 委託理由 備考

植物管理 高木管理 剪定・枯損木処理 高所作業で高いスキルを要するため

法定点検
みなし浄化槽点検
合併浄化槽点検

日常点検
汚水排水設備

（枡・マンホール）

定期点検 遊具点検

みなし浄化槽清掃
合併浄化槽清掃

産業廃棄物処理

植物管理 高木管理 剪定・枯損木処理 高所作業で高いスキルを要するため

施設管理 法定点検 消防ポンプ設備 専門技術を要するため

県内業者より
見積入手済

施設管理

清掃業務 施設清掃

専門技術を要するため

認可を要する業務のため

葉
山
公
園

三
ヶ
岡
山

・情報収集/案件分析
・インフラ整備
・全社戦略計画

・監査
・相互巡視の企画

・神奈川県との調整/協議
・事業計画作成

・運営管理業務執行
・業務報告
・利用団体との調整

・災害/緊急/事故対応
・地域コミュニテイ対応
・意見・クレーム対応

・運営管理業務フォロー
・各種マニュアル作成
・研修計画/労務管理
・イベント企画
・安全管理
・情報監理
・緊急/繁忙時の出動/支援

連携・協力・協働 連携・協力
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■「やすらぎと感動の創出」 

・本施設に勤務するスタッフは、利用者からは担当業務の区別など存在せず、全

員が「公園・緑地のスタッフ」です。このことを踏まえ、当社は施設管理業務

に携わる全てのスタッフが「5 つのＳともう 2 つのＳ」の心を持ち、迅速か

つ的確な作業の実施と、明るくさわやかな対応を行い、「やすらぎと感動の創

出」が担当スタッフを通じて実現できるよう、恒常的な研修や指導を行います。 

■「人材」は「人財」との視点 

・本施設の管理運営において、利用者本位の質の高いサービスを提供していくに

は、その担い手である人材の資質向上が重要であると考えます。 

・当社は、「人材」は「人財」との視点に立ち、各種マニュアルの活用とオンザ

ジョブトレーニング（OJT）や外部講習・研修等を含めた体系的な研修教育

の仕組みづくりを行い、受講後のアフターフォローも実施し、職員の技術や業

務遂行能力の向上に努めます。 

■本施設におけるスタッフ研修 

 ・当社スタッフを対象に以下の研修を実施し、スキルアップ並びにモチベーションアップを図ります。 

主要研修項目 研修内容 頻度 

接遇マナー研修 

・当社事業の受付業務やマナー研修のノウハウを有効活

用した研修の実施により、ホスピタリティ溢れるコミ

ュニケーション能力の高いスタッフを育成します。 

・マニュアルの活用と OJT を併用し、継続的且つ、定期的

に研修を行うことで「おもてなしの精神」の醸成に努め

ます。（新人研修・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修・専門ﾏﾅｰ研修など） 

・「公共サービス窓口における配慮マニュアル」の内容を踏まえ、利用者から

の問い合わせに迅速且つ、適切に説明や案内が行えるよう、本施設の特性

や概要、利用及び予約方法を熟知するための研修を行い、能力の高いスタ

ッフとして利用者との信頼関係を構築します。 

年２回 

施設維持管理研修 
・本施設においては、専門の機器類の取扱いが維持管理業務において求められ

ます。作業時における機器類の取扱い研修、安全講習も実施します。 
年 4 回 

緑化清掃研修 

・１級造園施工管理技士、ﾋﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ技士等の社内有資格者に

よる実践的な研修で、植栽剪定および日常・定期清掃のポイ

ントや機材使用方法を習得し、資格取得も奨励します。 

年 2 回 

安全管理研修 

・危険予知(ＫＹ)活動により「危険に対する感受性」を高

め、利用者安全最優先行動が取れるよう訓練します。 

・「普通救命講習」の受講による AED 及び CPR（心肺蘇

生法）トレーニングを実施します。 

・緊急時対応、防犯防災対策ﾏﾆｭｱﾙを適宜、見直します。 

・自然災害、緊急（事故）時における利用者の生命、身体

の安全確保のため、避難誘導、消火器の位置、操作方法、

緊急連絡先の知識を身につける研修を行います。 

・緊急時を想定し、防災訓練や消防署との連携による避難 

誘導訓練、初期消火訓練も確実に実施します。 

年 2 回 

コンプライアンス 

研修 

・法は最低限の道徳であることを認識し、全員に法令遵守を徹底させ、倫理観

や社会常識（人権の尊重・社会貢献・地域との協調と調和・環境問題への取

組み等）、公共施設を運営していく自覚と基本的姿勢を身につけさせます。 

・事業遂行に必要な各種法律に関する倫理遵法講習会を実施し、コンプライア

ンスに関する教育（個人情報や文書管理等を含む）を実施します。 

・環境に配慮した管理運営をするため、ISO14001に基づくEMS（環境マネ

ジメントシステム）教育も実施します。 

年 1 回 
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（１）指定管理業務を実施するために必要な団体等の諸規程の整備、法令遵守の徹底に向け

た取組の状況 

■諸規程の整備 

①就業・給与に関して 

・当社には、添付の書類の通り「就業」「給与」に関する厳密な規程が定められており、その規程に基づ

き、「葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地」で就業するスタッフの労務管理も適切に行います。 

・労働三法（労働基準法・労働組合法・労働関係調整法）の遵守はもちろんのこと、関連法規を漏れなく

遵守することを徹底します。また、就業中の全スタッフには、年１回の定期健康診断を受診させ、従業

員の健康についても十分に留意します。 

②業務執行・決裁に関して 

・「葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地」の管理運営に当たっては、当社の「職務権限規程」に基づき、社長

以下、湘南支社長、地域事業グループマネージャー、現地責任者のそれぞれの権限を明確化します。 

③会計に関して 

・「葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地」の指定管理業務の管理運営にあたっては、当社の「経理規程」に基

づき、会計・経理処理を適切かつ厳格に行います。 

・当社の管理部門による施設の業務監査を定期的に実施し、本施設での法令遵守の徹底を図ります。更に

会計監査では、経理帳簿の妥当性・透明性および資産の管理状況を精査し、不正な経理処理が行われて

いないかを確認します。 

・また、県の会計規則および企業会計原則を遵守し、明瞭性・真実性・継続性を有した会計処理を行います。 

  

   法令・条例遵守の徹底 
・管理運営業務を行うにあたり、仕様書のほか、以下に掲げる関係法令を遵守します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■コンプライアンスの徹底・研修 

・法は最低限の道徳であることを認識し、全スタッフに法令遵守を徹底させ、倫理観や

社会常識（人権の尊重・社会への貢献・地域との協調と調和・環境問題への取組み等）、

公共施設を管理運営していく自覚と基本的姿勢を身につけさせます。 

・事業遂行に必要な各種法律に関する倫理・遵法講習会を実施し、コンプライアンスに

関する教育（個人情報や文書管理等を含む）を年1回以上実施します。 

・環境に配慮した管理運営をするため、ISO14001に基づく環境マネジメントシステム教育も実施します。 

■神奈川県都市公園条例 

■地方自治法、同法施行令 

■個人情報の保護に関する法律 

■神奈川県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、同条例施行規則 

■神奈川県個人情報保護条例 

■神奈川県情報公開条例 

■神奈川県行政手続条例 

■神奈川県暴力団排除条例 

■その他関係法令 
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（２）個人情報保護についての考え方・方針及び個人情報の取扱いの状況 

■個人情報保護方針 

・｢個人情報保護法｣ならびに「神奈川県個人情報保護条例」の趣旨に則り、

個人の人権尊重のもと、本施設で取り扱う個人情報の適切な取扱いを確

保するため、「個人情報保護規程」に基づき活動を展開します。 

・教育研修プログラムにより、当社の「個人情報保護ハンドブック」をテ

キストとして関係スタッフ全員に受講させ、個人情報管理意識を徹底さ

せます。 

・外部委託により本業務に従事し、個人情報を取り扱う者に対しても法令

の遵守とともに、本方針に基づき行動するよう指導します。 

■個人情報保護の体制 

・個人情報は、当社の本社、湘南支社による内

部監査と定期チェック及び指導により現地

責任者のもと、適切に管理します。 

・スタッフからは「個人情報保護方針」を遵守

する旨の誓約書を求めるとともに、現地責

任者の指示に従い個人情報の保護を実践し

ます。また、スタッフ全員にコンプライア

ンス研修として年1回以上の個人情報保護

に関する研修受講を義務付け、個人情報管

理意識の徹底を図ります。 

■個人情報保護の実効性確保 

 ・個人情報保護方針を施設運営に反映するため、「葉山公園・はやま

三ヶ岡山緑地個人情報保護規程」を制定します。 

 ・「個人情報保護方針」は利用者の見える場所に掲示するほか、ホー

ムページに掲載して広く市民に公開します。 

 

 

 

 

 

 ・神奈川県個人情報取扱業務登録制度に「葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地」を登録して利用者に提示します。 

（３）指定管理業務を行う際の環境への配慮の状況 

 ■社会的責任としての環境への配慮 

・当社は、環境への配慮を企業の社会的責任（CSR）の最重要課題の一つと位置づけ、日ごろから環境負

荷の低減に積極的に取り組むとともに、当社を含むグループ会社全体が環境計画の目標を共有した「環

境マネジメントシステム(EMS)の統合的運用」を行っています。 

・当社はISO14001認証を取得しており、EMSを踏まえた「環境行動指針」と併せて、まごころと技術

によって環境の保全に努めています。 

＜個人情報保護体制（抜粋）＞ 

＜個人情報保護方針＞ 

個人個人情報保護情報保護
基本基本規定規定

個人情報保護個人情報保護管理システム管理システム
管理管理マニュアルマニュアル

業務運用マニュアル・運用帳票

標標 準準 類類

個人情報個人情報
保護方針保護方針

委託処理 教 育 監 査

文書管理 安全対策 罰 則 その他

個人個人情報保護情報保護
基本基本規定規定

個人情報保護個人情報保護管理システム管理システム
管理管理マニュアルマニュアル

業務運用マニュアル・運用帳票

標標 準準 類類

個人情報個人情報
保護方針保護方針

委託処理 教 育 監 査委託処理 教 育 監 査

文書管理 安全対策 罰 則 その他文書管理 安全対策 罰 則 その他

＜葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地個人情報保護規程の主要条項＞ 

・個人情報の収集、利用及び提供の制限 

・個人情報の保管方法及び場所等の適正な維持管理策 

・個人情報取扱に関する施設スタッフの義務 

・情報開示に対する義務、申出方法、申出に対する決定・開示の実施 

・個人情報の訂正義務  等 

＜コンプライアンスプログラム体系＞ 

＜登録証イメージ＞ 
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Reduce
減容化・減量化

Reduce
減容化・減量化

Reuse
再使用

Reuse
再使用

Recycle
再利用

Recycle
再利用

３Ｒの思想３Ｒの思想

循環型社会の形成循環型社会の形成循環型社会の形成

分　野 品　目 目標値（％）
文具類 コピー用紙など 100%
事務機器類 いすなど 100%
OA機器 コピー機など 100%
家電製品 電気冷蔵庫など 100%
照明 蛍光管 100%
制服・作業服 作業服 100%
作業手袋 作業手袋 100%
役務 印刷 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「神奈川県環境基本条例」「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」「神奈川県環境基本計画」を踏まえ

当社EMSのノウハウを活用・展開するとともに、雨水利用計画、3R運動、グリーン購入等に積極的に取

り組み、「環境の恵みを将来世代に継承する」施設であることをアピールします。 

・本施設内のエコ活動や省エネルギー活動を推進して、地域住民とともに環境問題に取り組み「環境への

負荷の少ない持続的に発展できる社会」をこの葉山の地で築くことに努めます。 

 ■具体的な取組み 

 ①3R運動への取組み 

・リデュース（ごみを出さない）、リユース（繰り返し使用する）、リサイ

クル（再利用する）をもとに、スタッフだけでなく、施設利用者に対し

ても掲示物等によりPRを行い、ゴミ（廃棄物）の減量化とリサイクルに

積極的に取り組み、環境負荷の少ない社会の形成に貢献します。 

 ②グリーン購入の実施 

・当社は、業務上発生する廃棄物の削減に努めており、管理運営業 

務に使用する資機材については、再利用・再生可能なものを採用

  しています。 

・本施設においても、グリーン購入を積極的に行います。  

（４）障害者雇用促進の考え方 

■基本的な考え方 

・スタッフは高年齢者や障害者も含めた地元からの採用を基本とします。 

・当社は、鎌倉市笛田公園（指定管理者施設）において「社会福祉法人ほし

づきの里 工房ひしめき」に所属する障がい者の方に就労体験を行ってい

ただいております。 

・「葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地」の指定管理者業務を行うにあたっても、

近隣福祉団体からの要望があれば、柔軟且つ、積極的に支援します。 

・また、当社の障がい者雇用率は2.16％と法定雇用率(2.0％)を達成しておりますが、今後も就職を希望

する障がい者の方へはトライアル雇用を推進します。 

 

環 境 行 動 指 針 

当社は、『1.倫理・遵法、2.お客様第一、3.誠実と信頼、4.創造と挑戦、5.環境の

向上』を行動指針とします。そのために、当社は地球環境に優しい企業活動を継続

的に推進し、循環型社会システムの実現に寄与します。これらの業務を通して環境

保全の仕組みを継続的に改善し、環境汚染の予防に努めます。 

 

1. 環境側面に関連する法律・規制および協定等を遵守します。 

2. 以下の目的に取り組みます。 

 (1) 食品廃棄物の低減とリサイクルの推進 

 (2) 環境対応リフォーム事業の促進 

 (3) オフィス活動における環境影響の低減 

  ① 用紙の削減 

  ② 使用電力量の節減 

  ③ 一般ゴミの削減 

3. この環境目的を達成するために、具体的目標を設定し定期的に 

フォローと見直しを行います。 

＜3R の思想＞ 

＜グリーン購入の実施内容＞ 

＜ISO14001 登録証＞ 

＜「ひしめき」の皆様の作業風景＞ 
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（１）指定管理施設と類似の業務を行う施設等での管理実績 

 

 

 

 

 

 

 

＜指定管理者受託実績＞ 

受託施設名 受託期間 備 考 

鎌倉市笛田公園 Ｈ２１．４．１～Ｈ３１．３．３１ ３期目継続受託 

中津川市苗木公園 Ｈ２４．４．１～Ｈ２７．３．３１ ２期目継続受託 

中津川市トレーニングセンター Ｈ２４．４．１～Ｈ２７．３．３１ ２期目継続受託 

中津川市サンライフ Ｈ２５．４．１～Ｈ２８．３．３１ 受託運営中 

中津川市民運動場 Ｈ２５．４．１～Ｈ２８．３．３１ 受託運営中 

中津川市勤労青少年ホーム Ｈ２５．４．１～Ｈ２８．３．３１ 受託運営中 

長崎市老人憩いの家つばき荘 Ｈ２２．４．１～Ｈ２７．３．３１ ２期目継続受託 

尼崎市武庫地区会館 Ｈ２４．４．１～Ｈ２９．３．３１ 受託運営中 

伊丹市立緑が丘体育館・武道館 Ｈ２６．４．１～Ｈ３１．３．３１ 本年４月より運営開始 

伊丹市立緑ヶ丘プール Ｈ２６．４．１～Ｈ３１．３．３１ 本年４月より運営開始 

伊丹市立野球場 Ｈ２６．４．１～Ｈ３１．３．３１ 本年４月より運営開始 

伊丹市猪名川運動広場等 Ｈ２６．４．１～Ｈ３１．３．３１ 本年４月より運営開始 

＜PFI 事業受託実績＞ 

受託施設名 運営期間 備 考 

国立大学法人九州大学工学系 

生活支援施設の管理運営 
Ｈ１８．４．１～Ｈ３１．３．３１ 受託運営中 

国立大学法人九州大学理学系 

総合研究棟の維持管理業務（清掃業務） 

生活支援施設の管理運営 

Ｈ２７．１０．１～Ｈ４０．３．３１ Ｈ２５．６落札 

地方独立行政法人大阪府立成人病センター 

利便サービス施設の管理運営 
Ｈ２９．３．１～Ｈ４４．３．３１ Ｈ２４.１１落札 

＜民間企業の福利厚生施設他、主要受託実績＞ 

受託施設名 箇 所 

体育館 １１箇所 

グラウンド ８箇所 

庭球場 １３箇所 

駐車場／駐輪場物件 １２１箇所 

 ＜中津川市苗木公園＞       ＜鎌倉市笛田公園＞ 

・当社は、指定管理者やＰＦＩ等の公共事業を通じて、関係所管及び関係者との信頼関係を築く

とともに、多くの経験と実績を積み上げてきました。 

・近年では、体育館やグラウンドなどのスポーツ施設や地区会館、都市公園の指定管理者、職業

能力開発総合大学校（雇用能力開発機構）の緑地管理・清掃事業や九州大学総合研究棟の維持

管理業務・生活支援施設の管理運営業務、長岡京市役所内食堂、更には警察署・消防署等の公

的機関への食事提供など、きめ細かいサービスの提供に高い評価をいただいております。 
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 ■「中津川市苗木公園・トレーニングセンター」の実績詳細（モニタリング評価を含む） 

施設名 中津川市苗木公園・トレーニングセンター 

施設概要 
■所在地：岐阜県中津川市  ■建物概要：野球場、庭球場、体育館ほか 

■敷地面積：約 47,100㎡   ■年間集客数：約 26,600人 

モニタリング

評価 

 

取組み詳細 

＜設備に関して＞ 

１．優先順位をつけた修繕 

  修繕有無のリストを市に提出。可能な限り内作を実施。 

２．遊具及び庭球場 

→市との協議を行い遊具の更新を実現。また、ハードコートを人工芝に変更。 

３． 駐車場利用看板の設置 

駐車場が分かりにくかったため案内看板を作成、掲示→作成後は特にﾄﾗﾌﾞﾙは無い。 

＜利用者に関して＞ 

１．庭球場を特定の利用者が独占するため、他の一般利用者が使用できない。 

→Ｈ25 年の人工芝化に合わせ利用時間又は面数に制限を設ける方向で市と調整中。 

２．利用者が施設内に保管している備品の収納状況が悪く、他の利用者が転倒。 

  →マナーの悪い利用者に注意喚起。 

３． 体育館の利用率向上 

→卓球備品・ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝﾎﾟｰﾙ更新、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ設置などの効果により利用延べ人数増加。 

（Ｈ21 年：5,243 人 Ｈ22 年：6,710 人 Ｈ23 年：8,266 人 Ｈ24 年：8,311 人） 

 ■「鎌倉市笛田公園」の実績詳細（モニタリング評価を含む） 

施設名 鎌倉市笛田公園 

施設概要 
■所在地：神奈川県鎌倉市  ■建物概要：野球場、庭球場、多目的広場ほか 

■敷地面積：約 59,000㎡   ■年間集客数：約 50,000人 

モニタリング 

評価 

平成 21 年の受託開始から、四半期ごとに鎌倉市によるモニタリングを受けているが、特

に不備に関する指摘はなく、概ね高評価をいただいている。 

取組み詳細 

１．地域住民との関わり 

・普段から住民や利用者との積極的なコミュニケーションにより、多様なニーズの把握や

安全・安心な環境づくりに貢献。 

・毎年「近隣連絡会」を開催し、公園の管理運営状況について説明を行う。 

２．利用者とのふれあい・イベントの実施 

・利用者に対して企画・提案・実施を図る。(ﾖｶﾞ教室､寄せ植え教室､正月飾作り教室等） 

３．施設利便性の向上・景観への配慮 

・潮風を受け、成育する植物の種類が限られる土地柄の中、四季折々の緑地管理に努める。

また、花壇やプランターを設置するなど、花の絶えない管理を心がける。 

・利用者からのアンケートや常設の「ご意見箱」に寄せられた要望、鎌倉市からのモニタ

リング評価をもとに、業務改善を迅速に反映させる。 

＜具体例＞ 

・近隣町内会長のご提案により、多目的広場内にピッチングボードを作製。 

・コンポストを設置し、希望者には生成された腐葉土を配布。 

４．情報発信の改善 

・ホームページをより見やすく親しみのあるものにリニューアルし、現在の施設利用の可

否や当日の庭球場の空き情報等をリアルタイムで表示。 

・本施設の案内図、施設概要、施設の利用方法、料金案内等をわかりやすく記載したリー

フレットに更新。 

・本施設内において危険を伴う場所等を記載した「ハザードマップ」を作成し、事故の未

然防止に努める。 

 

点数（６０点満点） 一部改善が必要な項目 平成２４年６月実施 


