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指定管理者制度による管理運営状況の総合評価

評価結果 評価区分

Ａ
Ｓ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＢ、ＣがなくＳが半数以上※）
Ａ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価でＢ、ＣがなくＡが半数以上※）
Ｂ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＢが１つ以上）
Ｃ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＣが１つ以上）

施設の維持管理

□施設の維持管理（清掃業務、ごみ収集
業務、保守点検業務、受付業務、警備業
務等）は事業計画どおり実施されている
か

Ａ

□清掃、保守点検、植物・施設管理等業
務は、ほぼ事業計画どおり実施されてい
ることを月例報告及び年間実績報告で確
認している。一部、未実施のものも次年
度以降の事業計画等で確認をしている。

地域と連携した魅
力ある施設づくり

□地域人材の活用、地域との協力体制の
構築、ボランティア団体等の育成・連携
の取組を積極的に行っているか
□地域企業等への業務委託を行っている
か

Ａ

□「自治会・町内会連絡協議会」や約50
名の登録がある公園ボランティアとの連
絡協議会などを定期的に開催して、イベ
ントや管理運営について意見交換を行っ
ている。
□植物管理、廃棄物処理、印刷など、複
数の業務について地域企業へ委託を行っ
ている。

確認項目 確認の視点 項目別評価 内容・評価理由

指定管理業務実施
にあたっての考え
方、運営の方針等

□指定管理業務の総合的な運営方針が守
られているか
□委託した業務は適切に実施されている
か

Ａ

□指定管理業務は『深い緑につつまれ
る、ここちよい悠久の森林（もり）づく
り』の方針に基づいて実施されている。
□月例報告や随時現地調査により、委託
した業務の適切な実施を確認している。

≪評価方法≫
・サービス向上に向けた取組の実施状況の評価はＡ、施設の利用状況の評価はＡ、利用者満足度の状況の評価は
Ｓ、収支状況の評価はＢ、業務遂行能力の評価はＡとなった。
・事故が複数回発生したが、平成29年度以降は研修の強化などで職員のレベルアップ、意識改善が図られたため
大きな事故の発生がない。今後も利用者の目線に立った運営管理、安全管理を期待したい。また、公園資源の積
極的な活用と地域との連携によるイベントを多数開催するなどの利用促進が図られた結果、目標値以上の利用者
数を得ていると同時に満足度も最高評価を維持している。以上から、指定管理者制度による運営管理の有効性が
確認できており、次期も指定管理者制度による管理運営を継続したい。

指定管理者制度による管理の有効性 有 無

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

R元
(2019)

年度

評価 評価基準

Ａ
Ｓ：極めて良好
Ａ：良好
Ｂ：一部改善が必要
Ｃ：抜本的な改善が必要

指 定 期 間
H27.4.1

（2015年）
R4.3.31

（2022年）
評価期間

H27
(2015)

年度

指定管理者制度による施設の管理運営状況総括調書
（総合結果）

施 設 名 東高根森林公園

指 定 管 理 者 名 東高根森林公園パートナーズ

施設所管課（事務所） 都市公園課 横浜川崎治水事務川崎治水センター

評価理由及び今後の対応



ア

ア

※目標値の設定方法
 ア…募集時の提案事項のため、指定期間当初から設定

イ…モニタリング調書作成等のため、便宜的に設定

□事業の広報・ＰＲは効果的に実施さ
れているか

□自主事業は施設の設置目的に合致
し、利用促進につながっているか

□利用促進に向けた取組は適切か

□広報媒体であるホームページを音声対応にバージョンアップすると共に
ＦＭかわさきを活用した積極的な情報発信などで指定管理初年度から逓増
し、平成30年度は過去最高の利用者数であった。
□自主事業として、公園の特色である文化財への理解を深めるため、オリ
ジナルグッズである勾玉キットを販売し、風致公園としてのＰＲに努め
た。また、フィールドガイドブック（草花、野鳥、樹林）の継続販売を実
施。年間300冊以上も販売され、利用促進につながっている。
□これらの取組の結果、指定管理期間のこの５年間は目標を上回る利用者
数となっている。

評価結果 評価区分

Ａ
利用者数と目標値を比較して（５か年平均）
Ｓ：110％以上
Ａ：100％以上～110％未満
Ｂ： 85％以上～100％未満
Ｃ： 85％未満

社会福祉入所施設と県営住宅におい
て評価を行わない場合、目標値欄に
は定員等を記載する。

確認の視点 施設の利用状況についての評価

対目標値（数）
※下段は率

26,126 人 40,108 人 38,670

388,670 人 378,892

人 対目標値（率）

108 ％ 112 ％ 111 ％ 108.3 ％

人利用者数

人 350,000 人(指定管理者提案値)
設定方法：

376,126 人 390,108 人

目標値
350,000 人 350,000 人 350,000

２　施設の利用状況

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元(Ｈ31)年度 ５か年平均

Ｈ27年度 Ｈ28年度
目標値

350,000 人 350,000 人(指定管理者提案値)
設定方法：

373,795 人 365,760 人利用者数

対目標値（数）
※下段は率

23,795 人 15,760 人

107 ％ 105 ％



％ ％ ％ ％ ％

人 人 人 人 人

※　複数回実施した場合や複数対象に向けて実施した場合等は、合計した数値を記載

確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

□積極的に苦情・要望等の把握に取り
組んでいるか

□把握した内容を事業等へ適切に反映
する仕組みを整備しているか

□苦情・要望等への対応は適切か

□日ごろから来園者への挨拶や声かけを行い、また、ボランティア団体と
定期的に意見交換をする場を設けるなど、積極的に利用者の意見の把握に
努めている。
□把握した苦情・要望等については職員全員で行う月１回の打合せで情報
を共有している。これにより、対応の統一化を図ると共に同じ苦情が繰り
返されないような仕組みが整備できている。
□施設の老朽化対策や近隣からの高木剪定依頼など、対応に時間を要する
ケースでも丁寧に説明し一定の理解を得られるよう努めている。改善され
た対応により、次年度以降は同様の苦情が出ないように努めており、適切
に対応している。

平成28年5月他
越境樹木の剪定・伐採。落ち葉
対策。

内容に応じて、剪定、伐採を実施。

平成28年6月他
樹名板を設置して欲しい。 景観を損ねない範囲で設置。

年月 意見の内容 対応状況

平成27年4月
公園利用者以外の車が長時間駐
車し駐車ができない。

場内掲示により、公園利用以外の長時間駐
車の排除を周知。

令和元年7月他
越境樹木の剪定・伐採。 内容に応じて、剪定、伐採を実施。

平成30年4月他
トイレが汚い。 見回り及び清掃の回数を増やすことで改

善。

平成30年6月
授乳室を整備して欲しい。 職員用休憩室を利用可能にすることで対

応。

平成29年4月
無料イベントにも関わらず、寄
付を強要された。

法令遵守の徹底と業務実施方法の見直し。

Ｈ27年度 ５か年平均

評価結果 評価区分

Ｓ
「満足」（上位２段階の評価）と答えた割合が（５か年平均）
Ｓ： 90％以上
Ａ： 70％以上～ 90％未満
Ｂ： 50％以上～ 70％未満
Ｃ： 50％未満　又はＳ～Ｂにかかわらず「不満足」と答えた割合が50％以上

確認の視点 利用者満足度の状況についての評価

利用者満足度調査において「満
足」と答えた利用者の割合
（サービス内容の総合的評価に係
る設問）
※上段：割合、下段：回答者数

91.0

101

Ｈ28年度

94.1

112

Ｈ30年度

92.3

120

Ｒ元(H31)年度

95.5

126

Ｈ29年度

93.9 ％

３　利用者満足度の状況

95.6

153

□調査の実施方法（対象、時期、回
数、配布方法等）は適切か

□利用者満足度向上に向けた取組は適
切か

□県により休日３回、平日３回、イベント１回の計７回調査を実施してい
る。県調査以外にも、パークセンターにアンケート及び回収箱を常設し、
利用者の意見等を随時受付可能な状態にしている。なお、指定管理初年度
の平成27年度から回答者数が減っている点については、声かけによるアン
ケートの協力を中止したためであるが、これは、声かけにて協力記載して
いただいたものは「満足」のみの回答が多く、改善につながる意見や要望
が少なかったことから利用者の自発的な方法のみに方針を変更したためで
ある。
□緑に対する評価が高く、関連するニーズへの対応ができているといえ
る。一方で、売店や自動販売機を求める意見が多かったため、平成28年度
に増設するなど公園の魅力を快適に体験してもらうための取組にも努めて
いる。

４　苦情・要望等への対応

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況



H29.5.17

H29.5.23

H28.4.3
H28.12.17
H29.4.2

①男性が、段差部分で会話中に移動した際、つまづいて転倒、裂傷及び打撲
を負った。
②段差部分での通行制限をするよう、再発防止を指示。（H28.8.16)
③プランターの設置による通行制限により、再発を防止。裂傷及び打撲は治
癒。
④無し
⑤無し
⑥無し

①「森のコンサート」で、条例に基づく許可を得ずに、指定管理者が募金行
為をした。
②H29.4.10に指導書を発出し、聞き取りを実施。H29.5.24に改善勧告を発
出。
③H29.6.2に法令順守研修等を実施する旨の改善計画書を収受。
④県民からの問い合わせにより、募金活動が行われていたことが判明した。
⑤担当者が条例や来場者の心情に配慮せず、出演団体支援を目的に募金活動
を行った。
⑥記者発表はせず、指定管理者のホームページと園内掲示板に顛末を掲示し
た。

①パークセンター内の積み木コーナーで遊んでいた幼児がテーブル角に歯茎
を衝突した。
②テーブル角にクッション材を設置するなど再発防止を指示（H29.5.18）
　幼児の事故を誘発しそうな輪投げ用ツリー等の遊具や道具箱等の撤去を指
示（H29.5.25)
③幼児は病院受診。前歯を折った。テーブル角面取り及び施設内の一部遊具
撤去により再発防止。
④無
⑤無
⑥無

①外部のテーブルベンチに取り付けられていたパラソルが強風で飛ばされベ
ビーカーに衝突。ベビーカーとベビーカーに乗っていた幼児が地面に転倒し
た。
②パラソルの使用中止を指示。（H29.5.24）
③毎日1時間毎のパラソル設置状況の点検及び固定金具付きのパラソル更新に
より再発防止。
④無
⑤有：県負担でパラソルを更新。
⑥無

①指定管理者が発注した造園会社が園内高木伐採作業中に切断した木がフェ
ンスに落下したことで、フェンスを破損した。
②指定管理者に指導書を発出し、再発防止を指示（H29.5.29）
③作業にあたり、危険予知活動の向上や作業時の養生対策の徹底等により再
発防止。
④無
⑤有：造園会社負担でフェンスを復旧。
⑥無

①事務所において窃盗未遂事件発生。男性１人を現行犯逮捕。
②当日に現場状況確認。事務所を無人にすることのないように指示すると共
に事務所出入りドアの建付不良により施錠ができない状態であったことか
ら、専門業者による修繕を指示。
③上記修繕及び施錠の徹底により再発を防止。
④無
⑤有：指定管理者負担でドア改修。
⑥無

事故・不祥事等の
概要と対応状況

５　事故・不祥事等への対応

発生年月日

H28.8.16

①発生時の詳細な状況
②県職員による確認の状況（内容及び実施日を記入）
③その後の経過（現在に至るまでの負傷者の状況、再発防止策等）
④施設に対する問題点の指摘やクレームの有無（有の場合は概要を記入）
⑤原因及び費用負担の有無（費用負担が有の場合は内容および負担者を記
入）
⑥記者発表の有無（有の場合はその年月日を記入）

H30.5.14

H29.5.23



単位：千円

※(　)内は収支計画額。令和元（平成31）年度は速報値

収支差額
△ 78 △ 2,367

(0) (0)

支出
55,056 276,954

(55,521) (275,401)

43,072

(47,024) (0) (8,497) (231,455) (0) (43,946)

利用料金 その他

47,024 0 7,954 231,515 0内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

令和元（平成31）年度 累計

収入
54,978 274,587

(55,521) (275,401)

収支差額
△ 745 △ 1,082 △ 344

(0) (0) (0)

支出
55,368 56,726 55,114

(54,093) (55,345) (55,113)

(45,924) (8,169) (46,169) (9,176) (46,169) (0) (8,944)

その他

45,984 0 8,639 46,169 0 9,475 46,169 0 8,601

27年度 28年度 29年度

収入
54,623

確認の視点 収支状況についての評価

□収入増加に向けた取組の内容は適切
か

□経費節減に向けた取組の内容は適切
か

□利用料金を徴収できる施設がなく収入が増減する主なものが駐車場料金
と自動販売機のみとなっている。駐車場の利用者への配慮として、繁忙期
には公園利用者以外の駐車を制限し駐車場に誘導員を配置するなどの工夫
を実施している。
□上記のとおり収入に対して工夫できる範囲が限られていることから、支
出における節約に努めている。平成29年度以降は軽微な修繕を施設職員で
対応する、委託清掃を一部施設職員が対応するなどの工夫をした結果、収
支差額が小さくなっており、適切に経費節減に努めている。

評価結果 評価区分

Ｂ
収入合計／支出合計の比率が
Ｓ(優良)：105％以上
Ａ(良好)：100％～105％未満
Ｂ(概ね計画どおりの収支状況である)：85％～100％未満
Ｃ(収支比率に15％を超えるマイナスが生じている)：85％未満

55,644 54,770

(54,093) (55,345)

確認の視点 事故・不祥事等への対応についての評価

□事故・不祥事等防止に向けた仕組み
が構築されているか

□事故・不祥事等発生時の対応は適切
か

□　職員個人で対応、判断等ができない場合に備えて、事務所内複数箇所
に緊急連絡組織図を掲示している。また、作業にあたっての危険予知活動
も所長、副所長が必ず確認するなど、組織としての事故・不祥事防止の取
組がされている。
□ 森のコンサートによる法令違反とは別に複数回の事故が発生したが、
いずれも事故が発生した当日に応急対応を実施しており、事後の対応も県
と調整をしながら適切に対応している。設備不良による事故（盗難、熱中
症）発生後には、再発防止の対応、修繕を迅速に行い、問題解消してお
り、対応は適切である。

６　収支状況

(55,113)

内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金

①パークセンター受付スタッフが熱中症による体調不良で病院搬送。
②電話にて室内環境等について確認。全スタッフによる再発防止会議の実施
を指導。
③該当スタッフは7月6日より通常業務に復帰。既に着手していた県による空
調新設工事が7月末に完了したことで問題解消。
④無
⑤無
⑥無

H30.7.4
事故・不祥事等の
概要と対応状況

収入合計／支出合計比

99.1%

30年度

54,572

(55,329)

指定管理料 利用料金 その他

46,169 0 8,403

(46,169) (0) (9,160)

54,690

(55,329)

△ 118

(0)



評価結果 評価区分

Ａ
Ｓ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＢ、ＣがなくＳが半数以上※）
Ａ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価でＢ、ＣがなくＡが半数以上※）
Ｂ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＢが１つ以上）
Ｃ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＣが１つ以上）

コンプライアン
ス、社会貢献

□指定管理業務の実施にあたって法令違
反等の行為はないか
□環境への配慮は適切か
□障害者雇用等の状況は適切か

Ａ

□28年度から29年度に開催した「森のコ
ンサート」で、条例に基づく許可を得
ず、また、来場者の心情に配慮せずに出
演者の支援を目的とした３回の募金活動
を行ったことが判明した。平成29年５月
24日に県からの改善勧告を受け、平成29
年６月２日に指定管理者から法令遵守と
業務実施方法の見直しを行う改善計画書
が提出され、以後、業務改善が進められ
ており、違反等はみられていない。
□小学校の総合授業に協力することや、
福祉施設が行う高齢者向けのミニデイを
共催している。またかながわみどりのト
ラスト基金条例に賛同しており、地域や
環境へ配慮を適切に行なっている。
□事業計画書に基づいて平成29年度まで
は１名、平成30年度以降は２名を雇用し
ている。また、知的障がい者の就労支援
として業務の一部を委託している。

個人情報保護
□個人情報保護についての方針・体制及
び教育・研修体制は適切か
□個人情報の取扱いは適切か

Ａ

□事業計画に基づいて個人情報マニュア
ルを作成し、研修を年1回実施してい
る。
□イベントやボランティア活動において
個人情報を取扱う機会が多いため、デー
タの一括管理、パソコンのパスワード設
定及び盗難防止対策などを実施し情報の
流出防止に努めている。

人的な能力、執行
体制

□管理運営にあたって適切な人員が配置
されているか
□人材育成や職員採用が適切に行われて
いるか

Ａ

□担当業務を明確にした人員配置計画に
基づいて常時８名程度が適切に配置され
ている。
□接遇研修やコンプライアンス研修など
複数の研修を継続的に実施し、職員のス
キルアップに努めている。

□労働時間短縮の取組や職場のハラスメ
ント対策など労働環境の確保の取組が行
われているか

□年に複数回のストレスチェックによ
り、ハラスメント対策や労働環境改善を
講じている。また、残業が30時間以上に
なるとアラームが発信されるシステムを
構築するなど職員の健康維持にも努めて
いる。

７　業務遂行能力

確認項目 確認の視点 項目別評価 内容・評価理由


