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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

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 四季の森公園

指 定 管 理 者 名 四季の森公園パートナーズ

施設所管課（事務所） 都市公園課 横浜川崎治水事務所

評価理由及び今後の対応

　里山の自然を活かした公園として、樹林地や谷戸地の環境管理、自然情報や体感プログラムの提供等により、
総じて満足度は高く、Ｓ評価となった。サービス向上に向け、協定等の水準を確保しつつ、関係者との継続的な
調整や苦情・要望等への対応に努めており、一定の業務遂行能力は満たしているため、それぞれＡ評価となっ
た。
　感染症拡大防止によるイベント休止の影響もあって利用状況はＢ評価、駐車場収入の伸び悩みから収支状況は
Ｂ評価であるが、その他は良好以上の評価であり、指定管理者制度による管理運営は有効に機能していると判断
されるため、引き続き指定管理者制度による管理運営を行う。

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

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・警備等の維持管理業
務は、事業計画どおり実施されているこ
とを月例報告書及び随時の現地調査によ
り確認している。また、受付業務では最
低１名が常時窓口に待機している。

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

□ボランティア団体との定期的な会議に
よる活動調整、講習会による担い手の育
成を進めている。また、近隣公共施設等
と情報共有も図っている。
□業務委託は専門業者を除き、概ね地域
企業に行っている。

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

□総じて事業計画書に沿って業務を行っ
ている。
□業務委託実績報告書や現地確認によ
り、委託業務の適切な実施を確認してい
る。

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）



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

％ ％ ％ ％ ％

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

利用者数

対目標値（数）
※下段は率

△ 23,375 人 △ 17,445 人

97 ％ 98 ％

(指定管理者提案値)
設定方法：

665,877 人 682,555 人

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

689,252 人 700,000 人

人 712,189 人(指定管理者提案値)
設定方法：

669,955 人 731,271 人

目標値
710,691 人 727,000 人 734,000

対目標値（数）
※下段は率

△ 40,736 人 4,271 人 △ 34,618

699,382 人 689,808

人 対目標値（率）

94 ％ 101 ％ 95 ％ 96.9 ％

人利用者数

□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

□従来の情報発信ツールに加え、季節感や管理スタッフからのメッセージ
を盛り込んだ「四季の森公園ニュース」の発行やビジターセンターでの作
業予定の掲示により、親近感の醸成に努めている。
□自主事業として、福祉団体に売店の業務委託をし、就労の場の提供と利
用者サービスの確保を図っている。
□自然環境の享受だけに留まらない自然の恵みを体感する新たなプログラ
ムを進めつつあるが、目標値を上回る集客に至っていない。

３　利用者満足度の状況

評価結果 評価区分

Ｂ
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

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

85.0

102

Ｈ28年度

94.1

96

Ｈ30年度

91.5

119

Ｒ元(H31)年度

89.7

130

Ｈ29年度

91.6 ％

96.8

151

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

□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、イベント時１回の計７回調査を実施して
いるほか、ビジターセンター内のアンケート回収箱による意見の随時受付
やイベント時の対人アンケートで、満足度向上に向けた意見集約に取り組
んだ。
□総じて満足度は高く、自然に親しむ目的の来園者には好評であるが、高
齢者や子供の利用への要望が多い。また、自然環境管理への要望も多いた
め、改善に向けた意見交換を進めている。



H28.3
見通しを悪くしている西口附近のシ
ラカシを剪定してほしい。

申し出者と現地確認の上、剪定を実施した。

臨時駐車場開場予定日としておらず、誘導員の手
配もしていないことから開場していないことを説
明した。

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

４　苦情・要望等への対応

年月 意見の内容 対応状況

H27.4
隣地の防犯カメラに枝がかかってい
るので剪定してほしい。

現地確認の上、当日に剪定を実施した。

菖蒲園脇四阿の周辺を清掃してほし
い。

清掃を実施。台風による泥の流入でベンチ下に溜
まっていたため、泥が溜まりやすい清掃留意箇所
であることを職員に周知した。

遊具広場の舗装が剥がれていて危
険。

申し出者と現地確認し、当面の対応として注意看
板を設置した。

H30.4

駐車場が満車なのに、なぜ臨時駐車
場を開けないのか。

R2.1

伐採木や剪定枝が放置されている。
外周道路沿いの倒木処理はしないの
か。

園内の伐採木や剪定枝は、３月末までに園内集積
場所への移動等を行った。
外周道路の樹木は、2/3の市道管理者との現地立
ち合いの後、２月中旬までに園内の樹木の剪定等
を行った。

R元.9
台風による道路の落ち葉清掃をして
ほしい。

9/11に現地確認の上、清掃を行った。

はす池の水の濁りに対し、何か対策
はしているのか。

土砂の流れ込みもあって濁りが生じているため、
除去対象の池底の堆積土砂を実験的に土壌改良に
転用する計画中であることを回答した。

H27.5

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あいさつや声かけを通して、対話をしやすい環境
の確保を図っている。
□把握した苦情・要望等はデータベース化し、職員研修や業務実施に際し
ての情報とする等、意識改革や業務改善に努めている。
□施設の老朽化等への苦情に対しては、丁寧に説明するとともに、必要に
応じて修繕を行うなど、利用者の視点に立った対応がなされている。

H27.9

H29.2



①６歳児が遊具の平均台でバランスを崩して転倒、遊具の角で額を打ち、裂
傷、親の通報で病院に搬送。
②12月26日に事故発生箇所と遊具安全基準への適否等を確認（基準上支障な
し）。
③相手方の連絡先不明のため、その後の状況は未確認。４月に緩衝材を  遊
具に設置済。
④無し。
⑤バランスを崩しやすい場所に近接して角材が使用されていた。県が緩衝材
を設置。
⑥無し。

５　事故・不祥事等への対応

事故・不祥事等の
概要と対応状況

発生年月日

H30.12.26

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）

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

□安全衛生会議(月１回)において、「安全対策マニュアル」、「負傷者事
故初動等マニュアル」、「巡視点検マニュアル」等により研修を行ってい
るほか、朝礼や作業前の打ち合わせにより日々、注意喚起を図っている。
□大きな事故ではないが、６件の軽微な事故(利用者起因の事故)が発生し
た。そのうち２件は同様の箇所を点検し、注意喚起の表示を設置するな
ど、事故の未然防止を図った。いずれも発生当日に対応し、事後の対応も
利用者の立場に立ったものであり、対応は適切である。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。令和元（平成31）年度は速報値

99.0%

30年度

83,362

(85,417)

指定管理料 利用料金 その他

70,405 0 12,957

(70,405) (0) (15,012)

84,798

(85,417)

△ 1,436

(0)

令和元（平成31）年度 累計

84,734 84,195

(84,554) (84,836)

６　収支状況

(84,171)

27年度 28年度 29年度

収入
84,364

0 14,329 70,405 0

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

内訳

指定管理料 利用料金 その他

支出
85,035

内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

84,581 84,420

(84,554)

収入
84,683 421,338

(86,508) (425,486)

収支差額
△ 671 153 △ 225

(0) (0) (0)

12,974 353,329 0

収入合計／支出合計比

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

□自治会等の地域団体との連携、周辺公共施設とのイベント情報の共有、
公園の自然環境を活かした多様なイベントやニュース紙の発行などによ
り、利用者増に取組み、80年度には73万人超の過去最高の入場者数を記録
したが、駐車場収入を含むその他収入は減少傾向である。
□建物内照明のLED化を進め、日中時間帯の徹底した消灯による節電、一
年を通した冷暖房設定温度の調整、直営による軽微な修繕などにより、経
費節減に努めている。

収支差額
△ 2,037 △ 4,216

(0) (0)

支出
86,720 425,554

(86,508) (425,486)

68,009

(71,709) (0) (14,799) (353,329) (72,157)

利用料金 その他

71,709 0

(0)

その他

70,405 0 13,959

(84,836) (84,171)

(70,405) (0) (14,149) (70,405) (0) (14,431) (70,405) (0) (13,766)

13,790

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金

70,405



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）

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

□個人情報保護についての方針を作成す
るとともに、毎年度職員全員を対象に研
修を実施している。
□データ保管箇所、取り扱い者を定める
など、適切な情報管理の徹底をしてお
り、個人情報の漏洩などの事故は発生し
ていない。

内容・評価理由確認項目 確認の視点 項目別評価

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

Ａ

□平日は８名、利用者の多い休日や夏季
の駐車場係員の３名程度の増員等、効率
的で適切な人員配置がなされている。
□随時、他公園との情報共有を図るな
ど、適切な管理運営ができるよう努めて
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

□朝礼による情報共有による労働時間短
縮の取組やハラスメント対策を講じ、労
働環境の確保・向上に努めている。

□毎年度コンプライアンス研修を実施し
ており、法令違反などの事故は発生して
いない。
□障害者福祉施設に売店の運営を委託し
ている。
□地域社会への貢献として、近隣小学校
などの体験活動を行っている。

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

７　業務遂行能力


