
（ ）

～ ～

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

　里山の自然環境を活かした公園として、樹林地や谷戸地の管理、自然情報の提供、体感メニューの提供について、様々な
取組を行っており、総じて満足度は高く、Ｓ評価となった。駐車場以外の有料利用施設がないため、収益を上げる新たな取
組（農作物や物品の販売）を模索しているが、実現に至っていない。自然環境に立脚したきめ細かなサービス提供として、
自然情報の蓄積や関係者との綿密な調整の場を継続的に運営しており、一定の業務遂行能力は満たしているため、Ａ評価と
なった。引き続き、樹林の成長に伴う生活環境への配慮や見晴らしの確保、木製製品や公衆便所などの諸施設の維持や修
繕、長寿命化への取組を、県と一体となって進めていく必要がある。
　利用状況や収支状況はＢ評価であるが、その他は良好以上の評価であることから、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

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

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

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定期的に連絡会
議を行い、活動の調整を行っているほ
か、講習会を通じた担い手の育成も進
めている。また、近隣公共施設や自治
会などとの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

Ｂ

□総じて事業計画書に沿って業務を
行っているが、年度計画に示す事項で
進んでいない項目がある。
□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。

□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。

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

 ※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

２　施設の利用状況

27年度 28年度 29年度 ３か年平均

人 699,981 人(指定管理者提案値)

設定方法：

665,877 人 682,555 人

目標値

689,252 人 700,000 人 710,691

対目標値（数）
※下段は率

△ 23,375 人 △ 17,445 人 △ 40,736

669,955 人 672,796

人 対目標値（率）

97 ％ 98 ％ 94 ％ 96.1 ％

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、農産物や花卉販売を計画しているが、実現に至って
いない。
□自然環境の享受だけでに留まらない自然の恵みを体感する新たなサー
ビスの提供に向けた取組に遅れがあり、目標値を上回る集客とはなって
いない。

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

Ｂ
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

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

96.8 94.1 85.0

92.3 ％

151 96 102

□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、ビジターセンターの休憩室内にアンケート及び回収箱を設置し、
利用者の意見などの随時受付可能な体制を整えている。また、イベント
時には、対人アンケートにより、積極的に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、自然環境に親しむことを目的とした来園者には
好評であるが、施設の老朽化や高齢者や子供の利用しやすい施設の整備
に対する要望が多くなっている。また、自然環境の管理に関する要望も
多く、改善に向け、指定管理者との意見交換を進めている。



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欲しい。

現地確認の上、当日に剪定を実施した。

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欲しい。

申し出者と現地確認の上、剪定を実施し
た。

H28.4 園内放送がうるさい。不要な放
送は流さないで欲しい。

直前に犬のマナーやゴミ持ち帰りの放送を
していた。放送エリアの限定、マイクを口
元から離して音量調整をした。

案内板が少なく、一部破損して
いる。

県に報告をしている旨を回答した。
⇒Ｈ28年度に県が更新を実施。

H28.5 隣地(公園)の除草をして欲し
い。

一緒に現地確認し、除草を行った。

早朝散歩の際、身障者トイレを
使用したいので早めに鍵を開け
て欲しい。

非常ベルが夜間に押されるいたずらがあっ
たため、16：30から9：00まで施錠をしてい
ることから、その旨を掲示して案内するこ
ととした。

H28.6 昨年も話したが時計はいつ直る
のか。

県で時計を新設することにした旨を回答し
た。

なぜ和式トイレしかないのか。 各トイレには身障者トイレがあり、誰でも
利用できるトイレであるため、トイレ内に
洋式利用についての案内掲示をした。

H27.5 展望台周辺の樹木を切って見晴
らしを良くしてほしい、手すり
も左右だけではなく真ん中にも
必要、トイレも洋式化をするな
ど、年寄にも優しい施設にして
欲しい。

県に要望として伝えるが、すぐに対応でき
ないため、しばらくお待ちいただきたい旨
を回答した。

菖蒲園脇四阿の周辺を清掃して
欲しい。

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。

初めて来園したが、どこにいる
のかわからなかったので案内板
を増やして欲しい。

増設について県に伝える。
⇒H28年度に県がサイン更新と併せて増設を
した。

H27.6 園内の時計時刻を合わせて欲し
い。

故障のため、改めて調整する旨を回答。調
整の結果、時刻合わせができなかったこと
から、故障中の表示を設置した。

園内放送の声がうるさいのでボ
リュームを下げて欲しい。

ボリューム調整ができないため、小さな声
で話すなどの工夫をした。

H27.7 ちびっこ広場脇のシラカシ生垣
を切って欲しい。

速やかに剪定を行い、年間の維持管理計画
にも年１回の剪定を反映した。

H27.9 ワークセンター前の舗装が砂利
敷きで、奥のトイレについて車
いすでの利用ができない。

舗装工事を予定していたが地下水位が高く
砂利敷きとしたが、いずれ舗装工事を行う
旨を県から聞いていることを回答した。

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。

すれ違えないので園路際の除草
をして欲しい。

場所が特定できなかったため、巡視時に確
認の上、必要があれば除草をするよう管理
員に指示をした（当日、園内で除草実施
中）。

光が入らずうっとおしいので、
家の前の樹木を枝下ろしして欲
しい。

大木のため準備が必要であり、すぐの対応
ができないことを説明した。

落ち葉が飛んでくるので、ち
びっこ広場脇のケヤキを伐採し
て欲しい。見かねて掃除をして
いる。

団地との間の道路を挟んだケヤキ15本の並
木であり、該当する２本のみの伐採は望ま
しくないため、掃除に対する労いの言葉を
かけ、責任者に伝える旨を回答した。



施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

全体的に傷んできているため、県も予算要
望をしており、注意看板を設置しているこ
とを説明した。

H29.2 駐車料金が一律520円で高い。
機械化し平日も有料化すればよ
い。

機械化のためには、駐車場入り口部分や場
内の拡幅などの改修や機器の導入費用が必
要であり、一方で、駐車台数の減少も生じ
ることから、機械化の導入と機械化による
時間制への変更や料金の減額は、採算上難
しいことを説明した。

はす池の水の濁りに対し、何か
対策はしているのか。

土砂も一緒に流れ込むこともあって濁りが
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をし
ていることを回答した。

柵が多い。 自然保護のために柵を設置しており、盗掘
もあることから、柵の設置については理解
をして欲しい旨を回答した。

H29.3

H28.9 緑化ウォールに生えているナン
バンギセルの場所にも看板をつ
けて欲しい。

現地確認し、野草案内看板を設置した。

展望台周辺の樹木によりロケー
ションが悪くなり残念。

対象木を調査し、県に報告をする旨を回答
した。

H28.11 自宅前の園内ケヤキについて、
剪定で枯れないか心配。剪定さ
れて悲しい。

境界木剪定の要望と併せて行ったが、事前
に声がけしなかったことを謝罪し、来春の
芽吹き状況を注視することを説明した。

トイレの換気扇が回っているの
は電気代の無駄である。窓も
あって臭くない。

照明と連動しているため、夜間は停止する
が、朝には臭いがこもっていることもある
ことを説明した。

H28.12 隣地(公園)からの落ち葉の清
掃、剪定をして欲しい。

隣接敷地内で落ち葉清掃を行い、剪定は次
年度に行うことを回答した。

H29.1 あし原からの北西園路のデッキ
の床板が痛んでおり、躓きそう
になるので直して欲しい。

自転車乗入れ禁止は、押して歩
くことも駄目であることを、
もっと大きく表示して欲しい。

掲示がない入り口に案内看板を掲示したほ
か、よりわかりやすい表示に改善した。

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。

H28.8 8：30前の入庫待ちについて、
臨機応変に開場することができ
ないか。

8：30開場であることを説明した。

暑いのにじゃぶじゃぶ池が使え
ないのは、誰が悪いのか。

循環ポンプ故障により水が流れないことに
ついて、ホームページや園内看板での案内
に加え、駐車場料金所でも案内をしていた
ため、その旨を回答し、謝罪した。

北口が暗いので照明灯をつけて
欲しい。

北口周辺の樹林地整備により、明るさを確
保した。

水車小屋の屋根に草が生えてい
るのできれいにしたほうが良
い、水車小屋の照明を明るくし
たほうがよい。

雨漏りもあるため、全体の修繕を県に要望
している旨を説明した。

北西園路の路面に敷いてある板
がぼこぼこして歩きづらいので
交換をして欲しい。

注意看板をつけており、県からは修繕予定
箇所と聞いている旨を説明した。



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

（該当なし）

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件は同様な箇所を点検し、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。29年度は速報値

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

84,364 84,734

(92,896) (84,554)

６　収支状況

(84,836)

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

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(駐車場利用者の増、自販機売り上げの増)に取り組
み、28年度には68万人超の過去最高の入場者数を記録し、その他収入も
前年度比で約３％増加した。
□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。

【参考】26年度(26.4.1～27.3.31) 27年度 28年度

収入
93,088

その他

82,496 0 10,592 70,405 0 13,959 70,405 0 14,329

(82,496) (0) (10,400) (70,405) (0) (14,149) (70,405) (0) (14,431)

153

(0) (0) (0)

支出
94,151 85,035 84,581

(92,896) (84,554) (84,836)

29年度 累計

収入
84,195 253,293

(84,171) 253,561

収支差額
△ 1,063 △ 671

70,405 0 13,790 211,215 0内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収支差額
△ 225 △ 743 収入合計／支出合計比

(0) (0) 99.7%

支出
84,420 254,036

(84,171) (253,561)

42,078

(70,405) (0) (13,766) (211,215) (0) 42,346

利用料金 その他



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

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

□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園内で行ってい
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

□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。

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

□平日は８名、利用者の多い休日や夏
季には３名程度の駐車場管理職員を増
員するなど、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。

＜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

□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。


