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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Ｂとなった。
・事故が複数回発生したが、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。今後も利用者の目線になった運
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
促進が図られてた結果、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

H29 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 H32.3.31 評価期間 H27 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 横浜川崎治水事務所川崎治水センター

評価理由及び今後の対応



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

※　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

□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2回の計5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。

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（３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
（総合満足度に係る設問）
※上段：割合、下段：回答者数

95.6 94.1 91.0

93.8 ％

153 112 101

□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、3年目の平成29年度は過去最高の利用者数であった。
□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。平
均で月に約42冊も販売され、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3年間は目標を上回る利用
者数となっている。

３　利用者満足度の状況

27年度 28年度 29年度 ３か年平均

評価結果 評価区分

Ａ
利用者数と目標値を比較して（３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

23,795 人 15,760 人 26,126

376,126 人 371,894

人 対目標値（率）

107 ％ 105 ％ 108 ％ 106.3 ％

人利用者数

人 350,000 人(指定管理者提案値)

設定方法：

373,795 人 365,760 人

目標値

350,000 人 350,000 人 350,000

２　施設の利用状況

27年度 28年度 29年度 ３か年平均



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。

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

年月 意見の内容 対応状況

平成28年5月他

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。

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。

景観を損ねない範囲で設置。樹名板を設置して欲しい。平成28年6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27年4月



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。

「森のコンサート」で、条例に
基づく許可を得ずに、指定管理
者が出演団体支援を目的に募金
行為をした。県民からの問合せ
で発覚。

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
改善計画書を提出。再発防止に努めてい
る。

H29.5.17 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。

①テーブルを撤去。
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。

H29.5.23 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。

①パラソルを撤去
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。

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

年月 事故・不祥事等の概要

　　　　　　　対応状況
①指定管理者の対応状況(再発防止策・業務改善
策等)
②県の対応状況(随時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・改善勧告の実施
等)
③責任の所在及び現在の状況

H28.4.3
H28.12.17
H29.4.2

H29.5.23 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
した木をフェンスに落下させた
ことで、フェンスを破損。

①現場立入禁止
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。

H28.8.16 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。

①カラーコーン等で通行を制限。
②段差部分での通行制限を指示。
（H28.8.16)
③大型プランターの設置による通行制限に
より、再発を防止。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。29年度は速報値

収支差額
△ 344 △ 2,171 収入合計／支出合計比

(0) (0) 98.7%

支出
55,114 167,208

(55,113) (164,551)

26,715

(0) (0) 0

利用料金 その他

46,169 0 8,601 0 0内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

29年度 累計

収入
54,770 165,037

(55,113) 164,551

収支差額
△ 1,706 △ 745 △ 1,082

(0) (0) (0)

支出
53,377 55,368 56,726

(52,027) (54,093) (55,345)

その他

45,736 0 5,935 45,984 0 8,639 46,169 0 9,475

【参考】26年度(26.4.1～27.3.31) 27年度 28年度

収入
51,671

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。そのため、繁忙期には公園利用者以
外の駐車を制限し利用者がストレスを感じないよう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、
過去4年で最高の収支差額であった。

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

54,623 55,644

(52,027) (54,093)

６　収支状況

(55,345)

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



評価結果 評価区分

Ｂ
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

Ｂ

□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
改善が進められている。
□小学校の総合授業に協力したり福祉
施設が行う高齢者向けのミニデイを共
催するなど、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代表企業の横
浜緑地㈱で継続的に1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。

＜参考＞
□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


