
2点 1点 0点

○自然災害や事故に備えた利用者の安全
性の確保
　・避難訓練等の実施（年1回以上）
　・連絡体制の整備

×1 〇

○自然災害や事故の発生時における的確
で速やかな対応、利用者の安全確保
　・発生時の迅速な対応、施設の点検・報告
の実施
　・積極的な情報収集とSNS、HP、電話対応
等による情報提供

×1 〇

○個人情報保護・情報公開（内部規程の策
定、研修等）の適正な取組
○個人情報の漏えいや個人データの紛失
事故等の発生状況
○事故等が起きた際の対応や都への報告
の適正な実施

×1 〇

○SDGs、気候危機、３R、生物多様性保全
など持続可能性への対応や環境配慮行動
の実施
○自然公園法はじめ各種法令等の理解と遵
守
○都への適切な報告・連絡

×1 〇

・来園者の安全性・快適性を確保するため、施設
や自然の特性に合わせた適格な点検・清掃等を
実施し、適切に公園環境を維持した。
・園内主要箇所において定期的に樹木点検を実
施し、点検票･樹木位置図等の資料作成により、
枯損木等の把握に努めた。

適切な人員配置、ワークライフバランス
への配慮、公平な利用機会確保への取
組

適切な管理
の履行

協定及び事業計画に沿って適切に管理が行われているか

施設維持及び案内等に関する取組

○来園者の快適かつ安全な利用を図る適
正な維持管理及び必要に応じた保守点検
　・施設の清掃（週1回以上）
　・施設・設備の保守点検（月１回以上）
○施設の補修修繕の積極的な取組
○利用者目線に立った案内・表示

×1 〇

×1 〇

・計画に基づき、自然学習に関する知識・経験が
豊富な職員を配置した。
・運営管理及び維持管理を本社及びブロックが
サポートし、業務の効率化を図った。
・利用者の平等利用について、特に不適切な点
はなかった。

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

防災・防犯への配慮

・来園者の安全第一に、日常の施設点検や巡回
において異常を確認した際には、迅速な改善等
を行うほか、必要に応じて警察等への通報と巡
回の強化を図る等、事故の未然防止を図った。
・自衛消防訓練として、消火・通報・避難訓練等を
実施した。

緊急時対策

・日頃から関係機関等との「事故発生時緊急連
絡網」を常備し共有していたことにより、園内駐車
場で発生した閉じ込め事故に迅速・的確に対応
できた。
・マムシ、スズメバチに関する注意喚起を行うな
ど、事故の未然防止に努めたことにより事故が
発生しなかった。

個人情報保護・情報公開の取組、情報
管理、及び情報事故への対応

・６月にボランティア参加者のメールアドレスを
bcc.以外の方法で送信してしまった。その後の対
応・都への報告等は適切に行われた。
・その他については、公園協会の情報セキュリ
ティのルールに基づき、適切に管理した。

収支・財産管理の状況

○収支状況（安定的な運営がなされている
か。）
○適切な経理処理
　・経理の明確な区分
　・帳簿、関係書類による経理状況の明確化
○都有財産（物品など）の適切な管理
　・物品整理簿の整備・不適格品、亡失品等
の報告
○帳簿、関係書類の整備、保存（指定期間
終了後5年間）

×1 〇

・総経費（31,799,537円）は対計画額比99.5%とお
おむね適切であった。
・経理処理及び都有財産管理において不適切な
事項はなかった。

令和2年度　小峰公園　一次評価シート　

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

適切な財
務・

財産管理

適切な財務運営・財産管理が行われているか

管理
状況

○配置数、配置箇所、専門性、多言語対応
等を考慮した適切な人員配置
○ワークライフバランスへの取組や多様な
働き方への配慮
○利用者の平等利用への適切な取組（公平
な利用者選定）

環境配慮等への取組、法令遵守、都へ
の適切な報告・連絡の実施

・植生調査結果等に基づき「選択的除草マニュア
ル」を更新し、外来種の駆除や保全すべき植物
の適切な管理を行った。
・都への報告・連絡を適宜行っており、適切で
あった。

法令等の
遵守

個人情報保護、報告等は適切に行われているか

様式１



2点 1点 0点

○利用者数（人数、対前年度比％） ×1 〇

○利用者要望・苦情等の適正な把握と共有
○アンケート回収枚数向上のための取組
（アンケート回収枚数、対前年度比％）
○利用者要望等への適切な対応（掲示、改
善等）

×1 〇

○施設の特性及び利用者のニーズに応じた
各種イベントの積極的な実施
　・自然教室等イベント企画数、実施回数、
参加人数（前年度数、対前年度比％）
　・電話・窓口対応等の回数（前年度数、対
前年度比％）等

×2 〇

○満足度調査の結果（「とても満足」又は「満
足」の合計が８０％以上）

×1 〇

○オフシーズン利用促進のための積極的な
取組

×2 〇

○その他、積極的な独自のサービス提供
（多様な利用者、外国人利用者等への配慮
を含む）。

×2 〇

○地域内外での広報、PR等の効率的・効果
的な実施（HPの訪問者数、SNSのフォロ
ワー数、出張授業数など）

×2 〇

○地域の人材や団体、近隣施設との連携及
び都の施策への協力

×2 〇

○地域の産業及び文化並びに地元行事等
を生かした施設運営の計画と実施

×2 〇

○経費削減の努力
○業務上の効率化への工夫や改善等

×1 〇

○従業員の人材育成のための取組（専門性
向上、・接遇等利用者サービスや満足度の
向上のための研修、自己啓発支援等）の積
極的な実施（研修年1回以上）

×1 〇

・これまで開催してきた里山ミニ教室の発展型と
して、里山の四季の魅力を提供するイベントを３
回計画したが新型コロナウイルス感染症の影響
で中止となった。
・里山歴史プログラム、里山にぎわいプログラム
（新規）を計画し、里山歴史プログラムは中止と
なったが、代替手段として動画配信を行った。
・利用者の要望に応じた自然教室「オーダーメイ
ドプログラム」を13回実施し、188人の参加者があ
り、前年度比29.5％・18.4％であった（31度44回・
1,021人）。

・令和2年度：99.1％（有効回答107人）
内訳：「とても満足」72.0％（77人）
　　　　「満足」27.1％（29人）
　　　　「不満」0.9%（1人）

・新規で季節をテーマに沿った「里山季節めぐり」
のイベントを計画し、全3回中2回を冬季に設定し
たが、新型コロナウィルス感染症の影響により中
止となった。

利用の
状況

事業計画どおりの利用状況となっているか。

利用者数（環境の変化など外部要因を
考慮）の動向

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

・利用者数　85,148人（対前年度比101.8％）
・開館月（6月～12月） 50,805人（対前年度比
148%）

利用者ニーズの把握への取組

・利用者ニーズに基づき自動販売機を設置した。
計画113,900円に対し、350,720円（計画比307％）
を売り上げ、また地元農産物や30周年記念缶
バッジの販売を実施し好評であった。
・一般の利用者だけでなく、障がい者や企業のＣ
ＳＲ、ＮＰＯとの共催など多様なニーズに応じた
様々なイベントを企画実施した。
・園内掲示物の英語併記や４か国語対応のスズ
メバチの注意喚起看板を設置した。

施設の広報に関する取組

・令和2年度もレンジャーブログ等のWEBサイト更
新を44回行い多岐にわたる情報を発信した（訪
問者人数24,877人）。
・ツイッターは、対昨年度比127.5％の125件（昨
年度：98件）投稿し、自然情報やイベントなどリア
ルタイムな情報提供を行った。フォロワー数は、
対前年度比119％の1,055人となった。
・各出版社やマスコミ等へのイベントなどの情報
掲載依頼や、あきる野市・JR・観光施設等との連
携等、有意義な広報活動が実現した。
・毎月発行している広報誌において、センシティブ
な内容の記事を掲載し、苦情につながった。都へ
の報告、ホームページへの謝罪文の掲載、再発
防止対策などは適切に行った。

事業
効果

・令和2年度アンケート回収枚数107枚（前年度
288枚、対前年度比37.1%）
　算定結果が水準を下回るが、新型コロナウィル
ス感染症の影響を考慮し、概ね水準どおりの評
価とする。
・ノベルティとしてポストカードを20種作成し配付
するなどの工夫を行ったが、感染予防対策のた
め希望者に提供する方法に変更したり、ビジター
センターが閉館するなどしたため、配付数が伸び
なかった（入館者数対前年比69.3％）。
・あきる野市内の他団体と連携し、スマートフォン
を用いたニーズ把握調査を新規に実施した。

質の高いサービス提供への取組

地域連携や地域振興、関連施設との連
携への取組

業務効率化の取組

・これまで充実を図ってきた「小峰型ボランティ
ア」の活動を推進しながら主体的な活動の機会を
増やした。イベントに関しては、従来どおりサポー
ト活動を継続した。

人材育成

・計画に基づき適切に行った。
・安全衛生講習会や維持管理研修などの業務に
関連した研修等に参加し、技術の向上に努め
た。

サービス
内容の向上

等

事業内容、職員の対応等について、利用者の反応はどうか。

あきる野市からの依頼を受け、森の幼稚園部会
へ農業・自然体験プログラムの提供を行った。ま
た、地元の漁業協同組合の協力を得て秋川に生
息する代表的な魚類の飼育展示を行った。

・職員の適切なシフト管理、エリア別の計画的な
維持管理作業などにより、業務を効率的に推進
した。
・直営清掃などにより委託費を削減した。
・発生材を施設等の補修材に活用し、材料費・人
件費などの経費削減を図った。



※確認項目の評価は３段階で行う（「水準を上回る」（達成度：おおむね１１０％以上）、「水準どおり」、「水準を下回る」（達成度：おおむね９０％以上））。
※評価理由欄には、評価項目の総評及び評価の根拠となった事項等を具体的に記述する。
※一次評価は、全確認項目において「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点を「標準点」として、各確認項目の得点の合計点に基づき、次の４段階で評定を行う。
　「Ｓ」：管理運営が優良であり、特筆すべき実績又は成果が認められた施設（「標準点の1.33倍（小数点以下切上）」点以上）
　「Ａ」：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設（「標準点の1.25倍(小数点以下切上)」点以上かつ「標準点の1.33倍(小数点以下切上)－１」
点以下)
　「B」：管理運営が良好であった施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）＋１」点以上かつ「標準点の1.25倍（小数点以下切上）－１」点以下）
　「C」：管理運営の一部において、良好でない点が認められた施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下）
※各確認項目の評価の合計点にかかわらず、指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、
　②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合又は③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合は、評定は「C」とする。



合計点 評価 B

変更あり

団体の特性が十分に
発揮されてない

未実施

不適切な実施状況

特命要件の継続

（２）　東京都政策連携団体を特命により選定した施設について
　選定時の特命要件の継続について、施設の位置づけや役割等を再検証のうえ、以下の項目を参考として各施設に相応しい項目を設定し、検証してください。

特命要件の継続

（１）　特命により指定管理者を選定した施設について
　特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続状況について確認してください。

　特命により指定管理者を選定した施設については、以下に示す（１）または（２）のとおり、特命要件の継続状況について検証してください。

・特に評価すべき点や、特筆すべき成果（「S」評価の場合は必ず記入）
・努力が認められる点
新型コロナウィルス感染拡大防止のための利用ルールの策定や利用者への周知、安全対策等の取組を実施した。
・一層の取組が望まれる点
オフシーズンの更なる取組を検討されたい。
・その他
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイベント休止・休園措置があり、イベント実施回数は減となった。

特記事項

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

２．特命要件の継続

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の
財務状況

　「令和2年度決算書」の財務分析から、事業の遂行能力・適応能力・財務体質の健全性について現行の外部環境が続く状況において内部留保の取崩しには
限界が生じているため、今後の動向に留意する必要がある。収益事業等会計も赤字への対応には限界がある。いずれにおいてもオリンピック・パラリンピック
等への対応により収益がどちらにふれるのかを注視する必要がある。
　キャッシュ・フロー全体では平成25年度以来資金流出が続いていたが、コロナ禍で資金確保のため一定額を確保するため、更に内部留保を取り崩すことが
想定される。
　早晩資金繰りに窮するわけではないが、外部環境への対応や東京都の政策の推移を見守るとともに、収益事業の赤字幅の削減等に注力することが必要で
あろう。

要改善事項等

・改善を要する点及び改善が望まれる点（「C」評価の場合は必ず記入）
①個人情報流出事故
　ボランティア（14名）への一斉送信メールを送る際に、誤ってCC欄に入力してしまったため、個人情報が流出した。事故発覚後、速やかに都に連絡するととも
に謝罪対応を行った。
　人為的なミスを防ぐための仕組みの構築（誤送信防止ソフト等の導入等）やルールを徹底するための継続的な研修実施等の再発防止策の指示した。
②公の施設としての不適切な広報物の発行
　毎月発行しているニュースレター「小峰だより」第１５２号（令和３年２月１０日発行）に掲載した記事「ＹＪ（前編）」において、横田基地の航空機の低空飛行等を
容認していると誤解を招くような表現の文章を掲載したため、市民団体等から、内容が不適切であるとして記事の差替や謝罪文の掲載等を求める声が寄せら
れた。
　公式ホームページに謝罪文を掲載するとともに、配付先に対して回収・廃棄依頼を行った。センシティブな内容を取り扱わないよう、テーマの選定や原稿案の
チェック体制を確立するとともに、スケジュール管理を徹底するよう指示した。

※ 業務に必要とされる関係法令・協定等に関する違反、指定管理者の責に帰すべき事故、その他当該施設の管理運営に影響を及ぼすと
　　考えられる事項が認められた場合は、その内容や改善策等を必ず記載すること
※ 当該年度中に改善された事項については、併せて改善内容を記載すること。また、今後改善を要する事項及び改善が望まれる事項については、様式４に
より改善に取り組むこと

※管理運営状況の確認結果や各確認項目の評価理由をもとに、総合的かつ具体的に記述してください。

【一次評価結果】

23

都との連携体制 実施

事業の取組状況・進捗度 適切な実施状況

＜評価理由＞

特命の前提となった施設の位置づけ 変更なし

東京都政策連携団体の特性と果たした役割
団体の特性が十分に

発揮されている

S A B C

24点 32点以上
30点以上
31点以下

22点以上
29点以下

21点以下

評価基準
標準点



2点 1点 0点

○自然災害や事故に備えた利用者の安全
性の確保
　・避難訓練等の実施（年1回以上）
　・連絡体制の整備

×1 ○

○自然災害や事故の発生時における的確
で速やかな対応、利用者の安全確保
　・発生時の迅速な対応、施設の点検・報
告の実施
　・積極的な情報収集とSNS、HP、電話対
応等による情報提供

×1 ○

○個人情報保護・情報公開（内部規程の策
定、研修等）の適正な取組
○個人情報の漏えいや個人データの紛失
事故等の発生状況
○事故等が起きた際の対応や都への報告
の適正な実施

×1 ○

○SDGs、気候危機、３R、生物多様性保全
など持続可能性への対応や環境配慮行動
の実施
○自然公園法はじめ各種法令等の理解と
遵守
○都への適切な報告・連絡

×1 ○

令和2年度　小笠原ビジターセンター　一次評価シート　

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

・施設の清掃・保守点検及び巡回を計
画に基づき適切に行った。

適切な人員配置、ワークライフバランス
への配慮、公平な利用機会確保への取
組

○配置数、配置箇所、専門性、多言語対応
等を考慮した適切な人員配置
○ワークライフバランスへの取組や多様な
働き方への配慮
○利用者の平等利用への適切な取組（公
平な利用者選定）

×1 ○
・人員配置及び利用者の平等利用への
取組について、特に不適切な点はな
かった。

管理
状況

適切な管理
の履行

協定及び事業計画に沿って適切に管理が行われているか

施設維持及び案内等に関する取組

○来園者の快適かつ安全な利用を図る適
正な維持管理及び必要に応じた保守点検
　・施設の清掃（週1回以上）
　・施設・設備の保守点検（月１回以上）
○施設の補修修繕の積極的な取組
○利用者目線に立った案内・表示

×1 ○

法令等の
遵守

個人情報保護、報告等は適切に行われているか

個人情報保護・情報公開の取組、情報
管理、及び情報事故への対応

・本社担当部署と情報セキュリティ対策
に関する情報共有を行い、適切に対応
した。
・情報セキュリティ意識の向上のため、
個人情報保護研修やＯＪＴ等で職員の
継続的啓発活動に取り組んだ。

環境配慮等への取組、法令遵守、都へ
の適切な報告・連絡の実施

・マイクロプラスチック削減の取組み
や、小笠原に関する講演会の開催、島
内各専門機関との連携によるオガサワ
ラカワラヒワの保全活動の協力及び普
及啓発、オガサワラオオコウモリ、アオ
ウミガメ、アカガシラカラスバト等の固有
種の保全活動を着実に実施した。
・都への報告・連絡を適宜行っており、
適切であった。

適切な財
務・

財産管理

適切な財務運営・財産管理が行われているか

収支・財産管理の状況

○収支状況（安定的な運営がなされている
か。）
○適切な経理処理
　・経理の明確な区分
　・帳簿、関係書類による経理状況の明確
化
○都有財産（物品など）の適切な管理
　・物品整理簿の整備・不適格品、亡失品
等の報告
○帳簿、関係書類の整備、保存（指定期間
終了後5年間）

×1 ○

・総経費（19,526,626円）は対計画額比
（20,710,000円）94.3%とおおむね適切で
あった。
・経理処理及び都有財産管理において
不適切な事項はなかった。

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

防災・防犯への配慮

・震災対応訓練やＡＥＤ操作訓練のほ
かIP無線による通信訓練を実施し職員
の意識を高めるとともに緊急時の対応
体制を維持した。職員が上級救命救急
の講習を受講するなど救急に備えた対
策を実施した。津波警報が発令された
ときに利用者その他関係者が迅速に避
難所に退避できるように避難所箇所の
掲示を実施した。

緊急時対策

強風・大雨の際には、事故防止に向け
た注意喚起等が適切になされたほか、
事後の施設点検を速やかに行うなど、
報告も迅速・適切であった。

様式１



2点 1点 0点

○利用者数（人数、対前年度比％） ×1 ○

○利用者要望・苦情等の適正な把握と共
有
○アンケート回収枚数向上のための取組
（アンケート回収枚数、対前年度比％）
○利用者要望等への適切な対応（掲示、
改善等）

×1 ○

○施設の特性及び利用者のニーズに応じ
た各種イベントの積極的な実施
　・自然教室等イベント企画数、実施回数、
参加人数（前年度数、対前年度比％）
　・電話・窓口対応等の回数（前年度数、対
前年度比％）等

×2 ○

○満足度調査の結果（「とても満足」又は
「満足」の合計が８０％以上）

×1 ○

○オフシーズン利用促進のための積極的
な取組

×2 ○

○その他、積極的な独自のサービス提供
（多様な利用者、外国人利用者等への配
慮を含む）。

×2 ○

○地域内外での広報、PR等の効率的・効
果的な実施（HPの訪問者数、SNSのフォロ
ワー数、出張授業数など）

×2 ○

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

・イベントは年間を通じて計画している
が、オフシーズンの内容のさらなる充実
を期待する。

磁気メモボード、ホワイトボードを活用し
た説明、手話を交えた解説や英語での
解説も実施し、知覚・聴覚障がい者や
外国人等、幅広い利用者の利用促進
につながった。

利用の
状況

事業計画どおりの利用状況となっているか。

利用者数（環境の変化など外部要因を
考慮）の動向

・年間入館者数　4,334人（対前年度比
25.9％）
・開館月（7月～12月） 4,170人（対前年
度比41％）
・年間入港者数　15,051人（対前年度比
52.8％）
・入館者数／おがさわら丸入港者数比
28.8％（前年度58.8%）
　算定結果が水準を下回るが、新型コ
ロナウィルス感染症の影響を考慮し、
概ね水準どおりの評価とする。

利用者ニーズの把握への取組

施設の広報に関する取組

・テレビ局との連携により、ライブカメラ
の映像をニュース番組の背景や天気予
報等で配信を行い、多くの方に小笠原
の自然環境を知っていただく機会を創
出した。
・小笠原の特性や自然に関し、平日毎
日ツイート投稿を継続し、従来より広範
囲の利用者層に公園の魅力を伝えるこ
とが出来た（ インプレッション数（表示
回数）は、前年度比162%の1,059,633
件、エンゲージメント数は、前年度比
176%の66,506件と大幅に増加し、情報
拡散効果が表れた。）。
・令和2年度のホームページの表示回
数は対前年度比21％となる6,948ペー
ジビューとなった。

事業
効果

・令和２年度アンケート回収枚数118枚
（前年度614枚、対前年度比19.2％）。
　算定結果が水準を下回るが、新型コ
ロナウィルス感染症の影響を考慮し、
概ね水準どおりの評価とする。
・アンケート調査により利用者ニーズの
把握に努め、更なる利用者サービス向
上につなげた。

サービス
内容の向上

等

事業内容、職員の対応等について、利用者の反応はどうか。

質の高いサービス提供への取組

・体験教室20回計画・3回実施（対前年
度比18%）、参加人数59人（前年度546
人。対前年度比10.8%）。講座等10回計
画7回実施（対前年度比77.0%）、参加人
数431人（前年度453人。対前年度比
95.1%）。
満足度はそれぞれ100%となった。
・オガサワラカワラヒワ講演会及びワー
クショップは島民を中心に高い関心が
集まり好評を得た。オガサワラカワラヒ
ワ特設コーナーを増設、保全への普及
啓発も行った。
・自然文化体験教室は、開催されれば
人気もあり、子ども連れ客を中心に多く
の参加を得ることができ、来島者の
ニーズに応じた臨機応変な対応により
来島者の満足度向上に貢献した。

・令和２年度：100.0%（有効回答118人中
118人）
内訳：「とても満足」76%（90人）
　　　　「満足」24%（28人）



○地域の人材や団体、近隣施設との連携
及び都の施策への協力

×2 ○

○地域の産業及び文化並びに地元行事等
を生かした施設運営の計画と実施

×2 ○

地域連携や地域振興、関連施設との連
携への取組

・新規で島内外の各専門機関との連携
によるオガサワラカワラヒワの保全活動
及び普及啓発を行った。
・アオウミガメ、アカガシラカラスバト等
の保全に関する取組を行った。
・園内でのアカガシラカラスバトの目撃
情報が増えるなど、希少動物の生息環
境向上に貢献している。
・解説活動や体験プログラム、展示等
の実施において、島内の様々な団体と
連携した。

地域の研究者・保存会を迎え、島民に
対して小笠原の伝統文化・産業・自然
の保全・保存普及に向けた活動につい
ての講演会を行い好評を得た。



○経費削減の努力
○業務上の効率化への工夫や改善等

×1 ○

○従業員の人材育成のための取組（専門
性向上、・接遇等利用者サービスや満足度
の向上のための研修、自己啓発支援等）
の積極的な実施（研修年1回以上）

×1 ○

合計点 評価 B

変更あり

団体の特性が十分に
発揮されてない

未実施

不適切な実施状況

・研修やOJTを通じ、事故・災害対応、
接遇技術の向上及び動植物に関する
知識の習得等を図った。上級救命救急
講習を全職員に受講させるなどスキル
アップを図った。

※確認項目の評価は３段階で行う（「水準を上回る」（達成度：おおむね１１０％以上）、「水準どおり」、「水準を下回る」（達成度：おおむね９０％以上））。
※評価理由欄には、評価項目の総評及び評価の根拠となった事項等を具体的に記述する。
※一次評価は、全確認項目において「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点を「標準点」として、各確認項目の得点の合計点に基づき、次の４段階で評定を行う。
　「Ｓ」：管理運営が優良であり、特筆すべき実績又は成果が認められた施設（「標準点の1.33倍（小数点以下切上）」点以上）
　「Ａ」：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設（「標準点の1.25倍(小数点以下切上)」点以上かつ「標準点の1.33倍(小数点以下切上)－
１」点以下)
　「B」：管理運営が良好であった施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）＋１」点以上かつ「標準点の1.25倍（小数点以下切上）－１」点以下）
　「C」：管理運営の一部において、良好でない点が認められた施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下）
※各確認項目の評価の合計点にかかわらず、指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、
　②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合又は③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合は、評定は「C」とする。

特記事項

・特に評価すべき点や、特筆すべき成果（「S」評価の場合は必ず記入）
SNSの平日毎日発信や、新たにテレビ局と連携して 、ニュース番組の背景や天気予報などでのライブカメラの映像配信を行うなど、積極的な情報発信を行っ
ている。
・努力が認められる点
新型コロナウィルス感染拡大防止のための利用ルールの策定や利用者への周知、安全対策等の取組を実施した。
・一層の取組が望まれる点
オフシーズンの取り組みを検討されたい。
・その他
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイベント休止・休園措置があり、利用者数・イベント実施回数は減となった。

業務効率化の取組
・経費実績では予算額の満額執行と
なっているが、経費削減については、新
たな取組の実施が期待される。

人材育成

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の
財務状況

　「令和2年度決算書」の財務分析から、事業の遂行能力・適応能力・財務体質の健全性について現行の外部環境が続く状況において内部留保の取崩しに
は限界が生じているため、今後の動向に留意する必要がある。収益事業等会計も赤字への対応には限界がある。いずれにおいてもオリンピック・パラリン
ピック等への対応により収益がどちらにふれるのかを注視する必要がある。
　キャッシュ・フロー全体では平成25年度以来資金流出が続いていたが、コロナ禍で資金確保のため一定額を確保するため、更に内部留保を取り崩すこと
が想定される。
　早晩資金繰りに窮するわけではないが、外部環境への対応や東京都の政策の推移を見守るとともに、収益事業の赤字幅の削減等に注力することが必要
であろう。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

２．特命要件の継続

要改善事項等

・改善を要する点及び改善が望まれる点（「C」評価の場合は必ず記入）
※ 業務に必要とされる関係法令・協定等に関する違反、指定管理者の責に帰すべき事故、その他当該施設の管理運営に影響を及ぼすと
　 考えられる事項が認められた場合は、その内容や改善策等を必ず記載すること
※ 当該年度中に改善された事項については、併せて改善内容を記載すること。また、今後改善を要する事項及び改善が望まれる事項については、様式４
により改善に取り組むこと

※管理運営状況の確認結果や各確認項目の評価理由をもとに、総合的かつ具体的に記述してください。

【一次評価結果】

25

都との連携体制 実施

事業の取組状況・進捗度 適切な実施状況

＜評価理由＞

　特命により指定管理者を選定した施設については、以下に示す（１）または（２）のとおり、特命要件の継続状況について検証してください。

（１）　特命により指定管理者を選定した施設について
　特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続状況について確認してください。

特命要件の継続

（２）　東京都政策連携団体を特命により選定した施設について
　選定時の特命要件の継続について、施設の位置づけや役割等を再検証のうえ、以下の項目を参考として各施設に相応しい項目を設定し、検証してください。

特命要件の継続

特命の前提となった施設の位置づけ 変更なし

東京都政策連携団体の特性と果たした役割
団体の特性が十分に

発揮されている

S A B C

24点 32点以上
30点以上
31点以下

22点以上
29点以下

21点以下

評価基準
標準点



2点 1点 0点

○自然災害や事故に備えた利用者の安全
性の確保
　・避難訓練等の実施（年1回以上）
　・連絡体制の整備

×1 〇

○自然災害や事故の発生時における的確
で速やかな対応、利用者の安全確保
　・発生時の迅速な対応、施設の点検・報告
の実施
　・積極的な情報収集とSNS、HP、電話対応
等による情報提供

×1 〇

○個人情報保護・情報公開（内部規程の策
定、研修等）の適正な取組
○個人情報の漏えいや個人データの紛失
事故等の発生状況
○事故等が起きた際の対応や都への報告
の適正な実施

×1 〇

○SDGs、気候危機、３R、生物多様性保全
など持続可能性への対応や環境配慮行動
の実施
○自然公園法はじめ各種法令等の理解と遵
守
○都への適切な報告・連絡

×1 〇
環境配慮等への取組、法令遵守、都へ
の適切な報告・連絡の実施

・電気自動車（送迎車ほか）の導入や、再生可能
エネルギ-由来の電力の利用等環境配慮に努め
た。
・電気自動車用の充電設備の設置に協力した。
・管理事務所前の薪ストーブでは園内の倒木等
の発生材を利用した。
・野生シカによる生態系被害を抑制するため、シ
カ柵の点検（月1回）や追加設置を行った。
・都への報告・連絡を適宜行っており、適切で
あった。

法令等の
遵守

個人情報保護、報告等は適切に行われているか

・職員に対し、注意事項等や情報事故の事例を
用いて、事故防止の周知徹底を図り、個人情報
の保護に努めた。
・個人情報の漏洩や個人データの紛失事故等の
発生は無かった。

収支・財産管理の状況

○収支状況（安定的な運営がなされている
か。）
○適切な経理処理
　・経理の明確な区分
　・帳簿、関係書類による経理状況の明確化
○都有財産（物品など）の適切な管理
　・物品整理簿の整備・不適格品、亡失品等
の報告
○帳簿、関係書類の整備、保存（指定期間
終了後5年間）

×1 〇

・総経費（116,200,580円）は計画額を下回り（計
画額比93.7%）と概ね適切であった。
・経理処理及び都有財産管理において不適切な
事項はなかった。

適切な財
務・

財産管理

適切な財務運営・財産管理が行われているか

×1 〇

×1

○配置数、配置箇所、専門性、多言語対応
等を考慮した適切な人員配置
○ワークライフバランスへの取組や多様な
働き方への配慮
○利用者の平等利用への適切な取組（公平
な利用者選定）

個人情報保護・情報公開の取組、情報
管理、及び情報事故への対応

安全性の
確保

適切な管理
の履行

協定及び事業計画に沿って適切に管理が行われているか

・清掃（週1回以上）、施設保守点検（月1回以
上）、警備などについて、事業計画書に基づき、
適切に実施した。
・安全点検マニュアルに基づき年5回の総合点検
を行い、劣化度に応じて修繕を順次実施した。
・施設の補修修繕については、軽微な修繕を職
員が実施するなど施設の維持管理に積極的に
取り組んだ。
・滝見橋では年2回の職員による点検のほか、5
年に一度の専門業者による橋梁点検を実施し
た。
・必要な箇所に案内表示を追加設置し、利用者
の利便性を向上させた。
・清掃時には館内の消毒を実施し、新型コロナウ
イルス感染拡大防止に努めた。

適切な人員配置、ワークライフバランス
への配慮、公平な利用機会確保への取
組

〇

・業務上必要な配置数や配置箇所は適切であ
り、また地元に精通した職員を配置した。
・年休等の積極的な取得を呼び掛け、ワークライ
フバランスへの取り組みを促した。
・イベント参加者を抽選で選定する等利用者の平
等利用について、特に不適切な点はなかった。

施設の安全性は確保されているか

防災・防犯への配慮

・消防署員の指導による防災訓練を正規職員の
他、アルバイト、委託業者等関係者が全員参加
し、実施した（年1回）。　また、消防署職員による
救命救急訓練を実施し、迅速に事故対応が行え
るよう対応力の強化を図った。
・緊急連絡体制を整備し、運用した。

緊急時対策

・天候情報や道路情報等を随時確認し、適宜利
用者への情報発信を行った。
・暴風雪雨後には、速やかに職員全員で園内を
点検・危険箇所の確認等を行った。危険箇所が
発見された場合には、直ちに原状回復を図るとと
もに、必要に応じて通行止め等の措置をし、来園
者の安全確保に努めた。

施設維持及び案内等に関する取組

○来園者の快適かつ安全な利用を図る適
正な維持管理及び必要に応じた保守点検
　・施設の清掃（週1回以上）
　・施設・設備の保守点検（月１回以上）
○施設の補修修繕の積極的な取組
○利用者目線に立った案内・表示

令和２年度　檜原都民の森　一次評価シート　

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

管理
状況

様式１様式１



2点 1点 0点

○利用者数（人数、対前年度比％） ×1 ○

○利用者要望・苦情等の適正な把握と共有
○アンケート回収枚数向上のための取組
（アンケート回収枚数、対前年度比％）
○利用者要望等への適切な対応（掲示、改
善等）

×1 ○

○施設の特性及び利用者のニーズに応じた
各種イベントの積極的な実施
　・自然教室等イベント企画数、実施回数、
参加人数（前年度数、対前年度比％）
　・電話・窓口対応等の回数（前年度数、対
前年度比％）等

×2 〇

○満足度調査の結果（「とても満足」又は「満
足」の合計が８０％以上）

×1 〇

○オフシーズン利用促進のための積極的な
取組

×2 ○

○その他、積極的な独自のサービス提供
（多様な利用者、外国人利用者等への配慮
を含む）。

×2 〇

○地域内外での広報、PR等の効率的・効果
的な実施（HPの訪問者数、SNSのフォロ
ワー数、出張授業数など）

×2 〇

○地域の人材や団体、近隣施設との連携及
び都の施策への協力

×2 〇

○地域の産業及び文化並びに地元行事等
を生かした施設運営の計画と実施

×2 ○

○経費削減の努力
○業務上の効率化への工夫や改善等

×1 〇

・利用者数：令和2年度202,506人
　（平成31年度194,914人）対前年比：103.9%
・開館月（6月～12月） 158,485人（対前年度比
134%）

利用者ニーズの把握への取組

事業計画どおりの利用状況となっているか。

利用者数（環境の変化など外部要因を
考慮）の動向

利用の
状況

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

サービス
内容の向上

等

事業内容、職員の対応等について、利用者の反応はどうか。

・数馬地区の宿泊施設に働きかけ、地元産の桧
材まな板作りやわさび漬け作り体験を企画した
が、新型コロナウイルス感染拡大防止等のため
すべて中止となった。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、地域
事業所とのタイアップ事業や村内および村外イベ
ントへの参加は実施できなかった。

・園内掲示板等をレーザー加工機により自ら作
成するなど、経費削減を図っている。
・杉の間伐材を利用して製作したベンチを駐車場
内バス停待合所や大滝の路、三頭大滝周辺に
設置した。

・実施回数：令和2年度53回
　（平成31年度105回）対前年比：50.5%
　参加人数：令和2年度469人
　（平成31年度1,215人）対前年比：38.6%
　昨年度算定結果を下回るが、新型コロナウイル
ス感染症の影響を考慮し、概ね水準どおりの評
価とする。
・自然教室イベントの企画数・実施数・参加者数・
対前年度比については、別紙のとおり
・都内や村内で開催されるイベントは新型コロナ
ウイルス感染症の影響で中止となったが、来園
者に対して「森の香り」（桧を削ったもの）や「丑の
組み木」を配布しPRを行った。また、山の日イベ
ントも同様に中止としたが記念品（120個）を配布
した。

・令和2年度96.2％（有効回答346人中333人）
内訳：「とても満足」82.0％（273人）
　　　　「満足」17.1％（57人）

・オフシーズン（12～2月）利用者数：
　令和2年度30,382人（平成31年度23,510人）
　対前年比129.2%
・オフシーズンは、冬鳥観察や冬の星座観察、ク
リスマスリース作りなど季節に応じた人気のある
イベントを企画、実施したが、1月以降は新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため中止となった。
・令和3年度の雨季・冬季の閑散期対策として室
内で実施できる「クライミング教室」、「苔テラリウ
ム教室」を新規に企画した。

施設の広報に関する取組

・HPは 新情報や天気・気温について営業日に
毎日更新した。また、閲覧履歴を戦略的に分析
し、冬季の天候情報やバスの運行情報、希少動
植物の情報等を積極的に発信する等効果的な
PRを行っている。
・HPアクセス数が対前年比37.0％増加
（ 平成31年度159,210、令和2年度218,067）
・フェイスブックの更新を年間240回投稿し、旬の
情報を逃さない発信や閲覧者を飽きさせない工
夫を行い、 新の情報を発信した。
・グーグルマップの「檜原都民の森」の管理者登
録を行い、開園情報を掲載し、情報発信した。

事業
効果

・アンケート回収数：令和2年度346枚
　（前年度1,079枚、対前年比：32.1%）
　昨年度算定結果を下回るが、水準どおりとす
る。
・来園者からの苦情等への対応状況は、HP上で
公表するほか都民の森内にも掲示した。
・イベント参加者以外の意見が収集できるよう、
建物内4か所に意見箱を設置し、アンケート内容
は職員全員で共有した。
・アンケートやイベント集客数の調査等を新イベ
ント企画の参考にし、令和3年度の新規イベント
（木工教室「スツール」、ミニ木工教室「デザイン
時計」等）を計画した。

質の高いサービス提供への取組

地域連携や地域振興、関連施設との連
携への取組

業務効率化の取組

・山のふるさと村・奥多摩都民の森と合同で宿泊
イベントを開催した。また、新型コロナウイルス感
染拡大防止に伴い、開館状況や園内状況につい
て情報共有を行った。
・温泉センター数馬の湯の割引券を630枚配布し
た。温泉センターの送迎再開後は登山客等への
温泉センター利用案内を行い相互の集客率向上
に努めた。
・環境局事業の電気自動車用充電設備の設置
や再生可能エネルギー100％のFIT電力の供給
先として協力を行った。

・高齢者･障害者対応として、駐車場から管理事
務所までの車両乗り入れを駐車場担当職員と連
携して実施した。また、車椅子・電動車椅子の貸
出に伴い動作確認・点検は毎月実施した。
・園内の樹木10か所に樹木版を設置し樹木の名
前が分かるようにした。
・通行止め等の状況が分かるよう、園内マップを
用いて来園者に掲示した。
・利用者の要望を反映し、駐車場の開門時間の
繰り上げを実施した。



○従業員の人材育成のための取組（専門性
向上、・接遇等利用者サービスや満足度の
向上のための研修、自己啓発支援等）の積
極的な実施（研修年1回以上）

×1 〇人材育成

・環境局の障がい者等支援マニュアルや英語研
修を動画付き資料により受講し、指定管理業務
に必要なノウハウの習得に努めた。
・特別講師等を招いたイベントでは参加者だけで
なく職員も専門家の講義を受講し、知識向上に
努めた。



合計点 評価 Ｂ

変更あり

団体の特性が十分に
発揮されてない

未実施

不適切な実施状況

（１）　特命により指定管理者を選定した施設について
　特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続状況について確認してください。

　特命により指定管理者を選定した施設については、以下に示す（１）または（２）のとおり、特命要件の継続状況について検証してください。

・特に評価すべき点や、特筆すべき成果（「S」評価の場合は必ず記入）
HPをほぼ毎日更新してアクセス数を対前年比で37.0％増加させるなど、利用者へのPRを積極的に行っていた。写真や動画を多用するとともに、イベントの募
集にも活用し、広く呼び掛けることができていた。
・努力が認められる点
新イベントを企画するなど様々な利用者層へのアプローチを実施している。
・一層の取組が望まれる点
より多くの方に魅力を感じていただけるよう、今後も新たなイベントを企画していただきたい。
・その他
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイベント休止・休園措置があり、利用者数・イベント実施回数は減となった。

特記事項

※確認項目の評価は３段階で行う（「水準を上回る」（達成度：おおむね１１０％以上）、「水準どおり」、「水準を下回る」（達成度：おおむね９０％以上））。
※評価理由欄には、評価項目の総評及び評価の根拠となった事項等を具体的に記述する。
※一次評価は、全確認項目において「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点を「標準点」として、各確認項目の得点の合計点に基づき、次の４段階で評定を行う。
　「Ｓ」：管理運営が優良であり、特筆すべき実績又は成果が認められた施設（「標準点の1.33倍（小数点以下切上）」点以上）
　「Ａ」：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設（「標準点の1.25倍(小数点以下切上)」点以上かつ「標準点の1.33倍(小数点以下切上)－１」
点以下)
　「B」：管理運営が良好であった施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）＋１」点以上かつ「標準点の1.25倍（小数点以下切上）－１」点以下）
　「C」：管理運営の一部において、良好でない点が認められた施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下）
※各確認項目の評価の合計点にかかわらず、指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、
　②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合又は③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合は、評定は「C」とする。

要改善事項等

・改善を要する点及び改善が望まれる点（「C」評価の場合は必ず記入）
※ 業務に必要とされる関係法令・協定等に関する違反、指定管理者の責に帰すべき事故、その他当該施設の管理運営に影響を及ぼすと
　 考えられる事項が認められた場合は、その内容や改善策等を必ず記載すること
※ 当該年度中に改善された事項については、併せて改善内容を記載すること。また、今後改善を要する事項及び改善が望まれる事項については、様式４に
より改善に取り組むこと

※管理運営状況の確認結果や各確認項目の評価理由をもとに、総合的かつ具体的に記述してください。

【一次評価結果】
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※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

２．特命要件の継続

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の
財務状況

地方公共団体のため、特段の問題なし

都との連携体制 実施

事業の取組状況・進捗度 適切な実施状況

＜評価理由＞

特命の前提となった施設の位置づけ 変更なし

東京都政策連携団体の特性と果たした役割
団体の特性が十分に

発揮されている

特命要件の継続

（２）　東京都政策連携団体を特命により選定した施設について
　選定時の特命要件の継続について、施設の位置づけや役割等を再検証のうえ、以下の項目を参考として各施設に相応しい項目を設定し、検証してください。

・自然災害及び事故等の際、迅速かつ柔軟な対応が不可欠な地元関係機関との連携を効率的に行っている。
・地域の資源及び人材を活用した体験サービス等を提供している。
・安定した経営基盤による継続的な運用を行っている。

特命要件の継続

S A B C

24点 32点以上
30点以上
31点以下

22点以上
29点以下

21点以下

評価基準
標準点



2点 1点 0点

○自然災害や事故に備えた利用者の安全
性の確保
　・避難訓練等の実施（年1回以上）
　・連絡体制の整備

×1 ○

○自然災害や事故の発生時における的確
で速やかな対応、利用者の安全確保
　・発生時の迅速な対応、施設の点検・報告
の実施
　・積極的な情報収集とSNS、HP、電話対応
等による情報提供

×1 ○

○個人情報保護・情報公開（内部規程の策
定、研修等）の適正な取組
○個人情報の漏えいや個人データの紛失
事故等の発生状況
○事故等が起きた際の対応や都への報告
の適正な実施

×1 〇

○SDGs、気候危機、３R、生物多様性保全
など持続可能性への対応や環境配慮行動
の実施
○自然公園法はじめ各種法令等の理解と遵
守
○都への適切な報告・連絡

×1 〇

収支・財産管理の状況

○収支状況（安定的な運営がなされている
か。）
○適切な経理処理
　・経理の明確な区分
　・帳簿、関係書類による経理状況の明確化
○都有財産（物品など）の適切な管理
　・物品整理簿の整備・不適格品、亡失品等
の報告
○帳簿、関係書類の整備、保存（指定期間
終了後5年間）

×1

令和２年度　東京都立大島公園海のふるさと村　一次評価シート　

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

〇

・総経費：55,394,093円（計画：
59,693,750円　対前年度比86％）、必要
経費：54,311,143円（計画：51,848,000円
対前年度比：95％）と概ね適切であっ
た。
・経理処理及び都有財産管理において
不適切な事項はなかった。

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

防災・防犯への配慮

・台風等の自然災害の発生に備えた連
絡・対応体制を整え、土砂止の張芝によ
る施設内の土砂流出対策といった施設
の改良に積極的に取り組んでいる。
・台風等が実際に発生した際には、現地
の倒木・土砂流入等の確認及び応急措
置等にも取り組んでいる。

適切な財
務・

財産管理

適切な財務運営・財産管理が行われているか

管理
状況

○配置数、配置箇所、専門性、多言語対応
等を考慮した適切な人員配置
○ワークライフバランスへの取組や多様な
働き方への配慮
○利用者の平等利用への適切な取組（公平
な利用者選定）

環境配慮等への取組、法令遵守、都へ
の適切な報告・連絡の実施

・施設から発生するゴミの分別を徹底し
環境保護に配慮している。また、公園内
樹木へのロープ使用を制限する等、自
然への負荷を軽減する取り組みを行っ
ている。
・自然公園法等各種法令等の順守や都
への報告についても特に不適切な点は
なかった。

法令等の
遵守

適切な管理
の履行

協定及び事業計画に沿って適切に管理が行われているか

施設維持及び案内等に関する取組

○来園者の快適かつ安全な利用を図る適
正な維持管理及び必要に応じた保守点検
　・施設の清掃（週1回以上）
　・施設・設備の保守点検（月１回以上）
○施設の補修修繕の積極的な取組
○利用者目線に立った案内・表示

×1

個人情報保護・情報公開の取組、情報
管理、及び情報事故への対応

・宿泊者名簿等の個人情報は、施錠で
きる書庫で保管する等、適切に対応し、
事故等も発生させていない。

個人情報保護、報告等は適切に行われているか

緊急時対策

・大雨警報発令等が発出された際には
利用者への周知を行う他、関係機関と
の協議の上、必要に応じて関係者の安
全確保のため施設閉鎖措置を講じてい
る。

○

×1 〇
・人員配置及び利用者の平等利用につ
いて、特に不適切な点はなかった。

・定期点検等は適切に実施されている。
・軽微な修繕等について職員のできる範
囲で行った他、新型コロナウイルス感染
症の影響による施設閉鎖期間中は利用
者不在時でないとできない防腐剤塗布
等の修繕も積極的に実施している。
・休園に関する案内について、東京都側
と情報共有を密に行い、利用者からの
問合せに柔軟に対応している。

適切な人員配置、ワークライフバランス
への配慮、公平な利用機会確保への取
組

様式１



2点 1点 0点

○利用者数（人数、対前年度比％） ×1 〇

○利用者要望・苦情等の適正な把握と共有
○アンケート回収枚数向上のための取組
（アンケート回収枚数、対前年度比％）
○利用者要望等への適切な対応（掲示、改
善等）

×1 〇

○施設の特性及び利用者のニーズに応じた
各種イベントの積極的な実施
　・自然教室等イベント企画数、実施回数、
参加人数（前年度数、対前年度比％）
　・電話・窓口対応等の回数（前年度数、対
前年度比％）等

×2 〇

○満足度調査の結果（「とても満足」又は「満
足」の合計が８０％以上）

×1 ○

○オフシーズン利用促進のための積極的な
取組

×2 ○

○その他、積極的な独自のサービス提供
（多様な利用者、外国人利用者等への配慮
を含む）。

×2 〇

○地域内外での広報、PR等の効率的・効果
的な実施（HPの訪問者数、SNSのフォロ
ワー数、出張授業数など）

×2 〇

○地域の人材や団体、近隣施設との連携及
び都の施策への協力

×2 〇

○地域の産業及び文化並びに地元行事等
を生かした施設運営の計画と実施

×2 〇

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

・年度当初は昨年度と同様の自然教室
棟イベントを７回実施予定だったが、新
型コロナウイルス感染症対策のため全
て中止としている。
・イベントの代替として定員を少数に限
定した「椿油搾りプログラム」を実施し、
参加者からの好評を得ている。
・電話・窓口対応等についても特に不適
切な点はなかった。

・令和2年度：77.2％（有効回答145人）
内訳：「とても満足」66.2％（96人）
　　　　「満足」11.0％（16人）
　　　　「不満」1.3%（2人）

・新型コロナウイルス感染症の影響によ
り島内在住者が島外への旅行を控えて
いる情勢を踏まえ、島民限定のキャンプ
日の設定を企画し開催（１０・１１月実
施）。本企画をきっかけとして島内在住
者がリピーターとなり施設利用者数の増
加に繋がる効果があった。

評価理由

・新型コロナウイルス感染症対策のた
め、島内高齢者向けイベントといった地
域交流事業は実施できなかったが、島
内観光施設として大島町及び観光協会
との施設休園・再開の情報を随時共有
するよう努めている。
・今年度は、ノベルティグッズとして、伊
豆大島ジオパークキャラクターとコラボし
たデザイン缶バッチを新たに５種類制作
し、利用者へ配布することで施設とジオ
パークのＰＲを併せて実施した。

サービス
内容の向上

等

事業内容、職員の対応等について、利用者の反応はどうか。

・島内農産物のＰＲとして、施設利用者
への地元産のさつまいもの無償提供を
行った。

・船便の時刻表や路線バスのダイヤ等
をロビーに掲載する等、島しょ特有の交
通事情に配慮した取組を行っている。

施設の広報に関する取組

・利用者からの要望を受けインスタグラ
ムによる情報発信を開始し、従来からの
公式ホームページやフェイスブックと併
せて活用している。
・掲載情報は、公式ホームページで週１
回程度、ＳＮＳはほぼ毎日１回以上の頻
度で更新し、細やかな情報提供を行うこ
とでコロナ禍での島内外への施設ＰＲを
積極的に行っている。

事業
効果

・アンケート回収数　145枚（前年度110
枚、対前年度比　約132％）
・アンケート回収数は、チェックアウト時
の声掛けを積極的に行うことで、利用者
数の大幅な減少にも関わらず前年度よ
り増加させることができている。
・アンケートの意見を受けて業務運営を
改善している他、批判的な意見に対して
も理解いただけるよう説明し真摯な対応
を行っている。

質の高いサービス提供への取組

地域連携や地域振興、関連施設との連
携への取組

事業計画どおりの利用状況となっているか。

利用者数（環境の変化など外部要因を
考慮）の動向

・令和２年度宿泊者数　759人（対前年
度比　15.6％）
・開館月（8月～12月） 759人（対前年度
比27.9％）
　算定結果が水準を下回るが、新型コロ
ナウィルス感染症の影響を考慮し、概ね
水準どおりの評価とする。
・新型コロナウイルス感染症の対応によ
る休園措置等により、前年度と比べて大
幅に利用者数が減少している。（利用者
数が０人の月：４～７月及び１～３月の7
か月）

利用者ニーズの把握への取組

利用の
状況



○経費削減の努力
○業務上の効率化への工夫や改善等

×1 〇

○従業員の人材育成のための取組（専門性
向上、・接遇等利用者サービスや満足度の
向上のための研修、自己啓発支援等）の積
極的な実施（研修年1回以上）

×1 〇

合計点 評価 B

変更あり

団体の特性が十分に
発揮されてない

未実施

不適切な実施状況

東京都政策連携団体の特性と果たした役割
団体の特性が十分に

発揮されている

要改善事項等

・改善を要する点及び改善が望まれる点（「C」評価の場合は必ず記入）
※ 業務に必要とされる関係法令・協定等に関する違反、指定管理者の責に帰すべき事故、その他当該施設の管理運営に影響を及ぼすと
　 考えられる事項が認められた場合は、その内容や改善策等を必ず記載すること
※ 当該年度中に改善された事項については、併せて改善内容を記載すること。また、今後改善を要する事項及び改善が望まれる事項については、様式４に
より改善に取り組むこと

※管理運営状況の確認結果や各確認項目の評価理由をもとに、総合的かつ具体的に記述してください。

【一次評価結果】

27

・特に評価すべき点や、特筆すべき成果（「S」評価の場合は必ず記入）
インスタグラムの導入や新たな販売品（割り箸等）の追加を行う等利用者のニーズを把握し、積極的な対応が見られる。
・努力が認められる点
新型コロナウィルス感染拡大防止のための利用ルールの策定や利用者への周知、安全対策等の取組を実施した。
・一層の取組が望まれる点
・その他
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイベント休止・休園措置があり、利用者数・イベント実施回数は減となった。

特記事項

※確認項目の評価は３段階で行う（「水準を上回る」（達成度：おおむね１１０％以上）、「水準どおり」、「水準を下回る」（達成度：おおむね９０％以上））。
※評価理由欄には、評価項目の総評及び評価の根拠となった事項等を具体的に記述する。
※一次評価は、全確認項目において「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点を「標準点」として、各確認項目の得点の合計点に基づき、次の４段階で評定を行う。
　「Ｓ」：管理運営が優良であり、特筆すべき実績又は成果が認められた施設（「標準点の1.33倍（小数点以下切上）」点以上）
　「Ａ」：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設（「標準点の1.25倍(小数点以下切上)」点以上かつ「標準点の1.33倍(小数点以下切上)－１」
点以下)
　「B」：管理運営が良好であった施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）＋１」点以上かつ「標準点の1.25倍（小数点以下切上）－１」点以下）
　「C」：管理運営の一部において、良好でない点が認められた施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下）
※各確認項目の評価の合計点にかかわらず、指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、
　②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合又は③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合は、評定は「C」とする。

人材育成

・大島町役場内での研修だけでなく、施
設内での独自の接遇マニュアルを活用
した自己啓発支援や新型コロナウイル
ス感染症に係る対応についてのケース
スタディの実施等、施設運営に必要なス
キル及び自己啓発の促進を積極的に
図っている。

・委託契約の集約や職員による修繕対
応等により、経費の削減に努めている。
・利用者からの施設内自然環境（敷地
内の植物の開花状況等）といった質問
に対応できるよう、始業時のミーティング
で情報共有する等、限られた人員で利
用者の要望に対応できる体制づくりに取
り組んでいる。

都との連携体制 実施

事業の取組状況・進捗度 適切な実施状況

＜評価理由＞

業務効率化の取組

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

２．特命要件の継続

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の
財務状況

地方公共団体のため、特段の問題なし

特命要件の継続

（２）　東京都政策連携団体を特命により選定した施設について
　選定時の特命要件の継続について、施設の位置づけや役割等を再検証のうえ、以下の項目を参考として各施設に相応しい項目を設定し、検証してください。

・自然災害及び事故等の際、迅速かつ柔軟な対応が不可欠な地元関係機関との連携を効率的に行っている。
・地域の資源及び人材を活用した体験サービス等を提供している。
・安定した経営基盤による継続的な運用を行っている。

特命要件の継続

（１）　特命により指定管理者を選定した施設について
　特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続状況について確認してください。

　特命により指定管理者を選定した施設については、以下に示す（１）または（２）のとおり、特命要件の継続状況について検証してください。

特命の前提となった施設の位置づけ 変更なし

S A B C

24点 32点以上
30点以上
31点以下

22点以上
29点以下

21点以下

評価基準
標準点



2点 1点 0点

○自然災害や事故に備えた利用者の安全
性の確保
　・避難訓練等の実施（年1回以上）
　・連絡体制の整備

×1 〇

○自然災害や事故の発生時における的確で
速やかな対応、利用者の安全確保
　・発生時の迅速な対応、施設の点検・報告
の実施
　・積極的な情報収集とSNS、HP、電話対応
等による情報提供

×1 〇

○個人情報保護・情報公開（内部規程の策
定、研修等）の適正な取組
○個人情報の漏えいや個人データの紛失事
故等の発生状況
○事故等が起きた際の対応や都への報告
の適正な実施

×1 〇

○SDGs、気候危機、３R、生物多様性保全な
ど持続可能性への対応や環境配慮行動の
実施
○自然公園法はじめ各種法令等の理解と遵
守
○都への適切な報告・連絡

×1 〇

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

防災・防犯への配慮

・突然の災害（道路崩壊など）が起きた場合に備
え、宿泊者や来園者及び職員の非常食料（売店
職用品など）を保管している。
・災害対策の意識向上の為、防災士の資格を取
得した安全管理者を配置した。
・上級救命講習もしくはそれに準ずる講習を受講
し、緊急対応能力向上を図った。

緊急時対策

・ホームページ情報更新システムで、台風及び降
雪時に、周遊道路通行止め及び休園についての
情報を道路文字版と状況写真で視覚的に早期に
発信した。
・10月の台風対応では、各責任者で緊急打合せ
を実施。緊急の判断を速やかに行い来園者、宿
泊者及び宿泊予定者に、台風による周遊道路の
通行止めによる利用不可能の連絡を実施。宿泊
キャンセル実施。
・積雪凍結による通行止めに伴う臨時休園があっ
たが、災害マニュアルに従って来園者宿泊者へ
災害時の対応実施。

適切な財
務・

財産管理

適切な財務運営・財産管理が行われているか

収支・財産管理の状況

○収支状況（安定的な運営がなされている
か。）
○適切な経理処理
　・経理の明確な区分
　・帳簿、関係書類による経理状況の明確化
○都有財産（物品など）の適切な管理
　・物品整理簿の整備・不適格品、亡失品等
の報告
○帳簿、関係書類の整備、保存（指定期間
終了後5年間）

×1 〇

・総経費（155,729,871円）、必要経費
（135,997,371円）は対計画額比97.9%、97.8%
と概ね適切であった。
・経理処理及び都有財産管理において不適
切な事項はなかった。

適切な人員配置、ワークライフバランス
への配慮、公平な利用機会確保への取
組

○配置数、配置箇所、専門性、多言語対応
等を考慮した適切な人員配置
○ワークライフバランスへの取組や多様な働
き方への配慮
○利用者の平等利用への適切な取組（公平
な利用者選定）

×1 〇
・人員配置及び利用者の平等利用について、特
に不適切な点はなかった。

管理
状況

適切な管理
の履行

協定及び事業計画に沿って適切に管理が行われているか

施設維持及び案内等に関する取組

○来園者の快適かつ安全な利用を図る適正
な維持管理及び必要に応じた保守点検
　・施設の清掃（週1回以上）
　・施設・設備の保守点検（月１回以上）
○施設の補修修繕の積極的な取組
○利用者目線に立った案内・表示

×1 〇

法令等の
遵守

個人情報保護、報告等は適切に行われているか

個人情報保護・情報公開の取組、情報
管理、及び情報事故への対応

・個人情報を含む資料は施錠可能なロッカー等で
適正に管理した。
・イベント終了後、申し込み書等の個人情報記録
紙をシュレッター処理することを徹底した。
パソコンネットワーク上でのデータ流出がないよう
紙媒体での保存を実施。
・漏えい等の事故はなし。

環境配慮等への取組、法令遵守、都へ
の適切な報告・連絡の実施

・園内の希少種や外来種を考慮した植生管理計
画を立て、実際に草刈等の作業をする作業班ス
タッフに向けの資料をつくり、園内の植生管理の
保全に努めた。
・山のふるさと村に関わる自然公園法や鳥獣保
護法、都条例などをとりまとめ、法令の遵守に努
めた。
・都への報告・連絡を適宜行っており、適切であっ
た。

令和2年度　山のふるさと村　一次評価シート　

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

・山のふるさと村安全管理点検マニュアルに沿っ
て、園内の巡回、施設維持と安全管理の向上を
図った。
・園内の除草作業や各施設の日常清掃を適時実
施するとともに、簡易な修繕を職員が直営で行っ
た。
・施設の延命化を考慮した修繕計画の検討を
行った

様式１



2点 1点 0点

○利用者数（人数、対前年度比％） ×1 〇

○利用者要望・苦情等の適正な把握と共有
○アンケート回収枚数向上のための取組（ア
ンケート回収枚数、対前年度比％）
○利用者要望等への適切な対応（掲示、改
善等）

×1 〇

○施設の特性及び利用者のニーズに応じた
各種イベントの積極的な実施
　・自然教室等イベント企画数、実施回数、
参加人数（前年度数、対前年度比％）
　・電話・窓口対応等の回数（前年度数、対
前年度比％）等

×2 〇

○満足度調査の結果（「とても満足」又は「満
足」の合計が８０％以上）

×1 〇

○オフシーズン利用促進のための積極的な
取組

×2 〇

○その他、積極的な独自のサービス提供
（多様な利用者、外国人利用者等への配慮
を含む）。

×2 〇

○地域内外での広報、PR等の効率的・効果
的な実施（HPの訪問者数、SNSのフォロワー
数、出張授業数など）

×2 〇

○地域の人材や団体、近隣施設との連携及
び都の施策への協力

×2 〇

○地域の産業及び文化並びに地元行事等
を生かした施設運営の計画と実施

×2 〇

○経費削減の努力
○業務上の効率化への工夫や改善等

×1 〇

施設の広報に関する取組

・メディア媒体（Web、テレビ、ラジオ等）を利用して
広報活動し、取材対応を雑誌社・新聞社・テレビ
局・ラジオ局等に17件実施。テレビ放送や雑誌掲
載の後は、視聴者から電話による問い合わせが
あり、取材対応を通じて、山のふるさと村やイン
タープリターの認知度を高めることに貢献した。
・雑誌やWeb等での施設紹介に、写真画像の貸し
出しを新聞社・雑誌社・テレビ局3件実施。
・ダイレクトメールを使い、過去のイベント参加者
や宿泊者に、山ふるイベント開催予定のお知らせ
を送付した（事前に了解を得た方のみ）。
・都広報や町広報への掲載の他、新聞やミニコミ
誌、無料掲載可能なインターネットにイベント募集
などの掲載を依頼し、参加者の増加を図った。
・観光サイトを利用し、入園者やイベント参加者の
増加に繋がるWeb広報を行った。
・森林セラピー参加者にパンフレットを配布した。

地域連携や地域振興、関連施設との連
携への取組

・クラフトセンター自然教室、陶芸教室、魚つかみ
取り等のイベント時の指導員として、専門的知識
と技術を持った地元の人を活用した。
体験教室とイベントを盛上げ、地域振興と参加者
との交流を図った。
・奥多摩体験の森、檜原都民の森、奥多摩ふれ
あい農園、水と緑のふれあい館等と連携して、チ
ラシやパンフレット交換、合同イベント、広報活動
等を展開し利用者の拡大を図った。

・4月～1月は陶芸教室（寸庭芸クラブ）、7月及び
8月は魚のつかみ取り（小河内漁協）などの団体
に協力をいただき、来園者との交流を図った。
・工事等で伐採した樹木をいただき、炭焼き窯で
炭焼きを実施しキャンプ場で活用。薪を作りキャ
ンプ場で活用。
・地元産材を使用し、園内各所に休憩用のベンチ
や椅子を設置した。

業務効率化の取組

・コスト削減に努めるため、各施設職員で出来る
清掃等について直営で実施。
・常時節電で経費節減に努めた。
・ビジターセンターでは、節電の徹底、使用済みコ
ピー用紙の再利用などで経費の削減に努めた。
・園内の施設も経年劣化のため修繕の必要な箇
所が多く、職員自らで修繕を行うという意識の改
革とコスト意識の向上を図り、簡易な修繕や園内
の倒木の処理を職員で行った。

質の高いサービス提供への取組

・自然教室等イベント37回計画、うち15回実施（対
前年度比 計画82.5%、実施71.4%）、参加人数
2137人（対前年度比123.4%）
・奥多摩の豊かな資源、地元の人材を生かした体
験教室、宿泊施設併設の特性を生かしたプログ
ラム等を実施した。

・令和2年度：99.0％（有効回答204人中199人）
内訳：「とても満足」78.9％（157人）
　　　　「満足」20.1％（40人）
　　　　「やや不満」0.5%（1人）
　　　　「不満」0.5%（1人）

・オフシーズンでも来園者が楽しめるように、次の
企画を検討・実施し、利用者増加を図った。
・冬季限定で、ケビン棟宿泊利用者に、クラフト体
験無料券（発行数347枚）及びレストランの50円割
引券（発行数152枚）を発行し、利用者の増加を
図った。
・クラフトセンターでクリスマス飾り作り等のオフ
シーズン限定の体験品目を体験者に提供した。
・冬鳥の観察ができる簡易な場所の検討を行っ
た。また、園内の動植物の情報提供を行った。

・バーべキュー用具の無料貸出し（一部有料）
サービスを実施。
・バーバキューと、体験教室・ガイドウォークの
セットイベントプログラムを実施し、利用の促進を
図った。
・山のふるさと村利用者を対象に、予約制で「奥
多摩駅から山のふるさと村」無料送迎バスの運行
を実施した。運行日数104日　回数199回で1,146
人）事業

効果

利用の
状況

事業計画どおりの利用状況となっているか。

利用者数（環境の変化など外部要因を
考慮）の動向

・入村者数　41,067人（対前年度比78.3%）
・開館月（6月～12月） 40,409人（対前年度比
112%）
・宿泊者数　4,035人（対前年度比37.6%）

利用者ニーズの把握への取組

・令和2年度アンケート回収枚数204枚（前年度
400枚、前年度比51.0％）
・ビジターセンター、クラフトセンター、キャンプ場
サーブスセンター・レストランの4箇所にアンケート
用紙の回収箱を設置、利用者の率直な意見や満
足度を集約した。
・クラフト教室内にアンケートの協力依頼を掲示し
回収率を高めるように努めた。
・総合満足度、十分満足とまあ満足を併せ、
96.6％（令和元年度94.0％）の結果が得られた。
・アンケートは毎月集計し、定例会議で報告し職
員に周知、指摘された点は直ちに対応を図り、利
用者サービスの改善や向上に努めた。

サービス
内容の向上

等

事業内容、職員の対応等について、利用者の反応はどうか。

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由



○従業員の人材育成のための取組（専門性
向上、・接遇等利用者サービスや満足度の
向上のための研修、自己啓発支援等）の積
極的な実施（研修年1回以上）

×1 〇人材育成

・3月5日、8日にキャンプ場会議室及びクラフトセ
ンターで、職員接客接遇研修を実施。来園者の
方々に、より信頼され楽しんでいただけるよう、も
てなしの心に気づき、心のこもった対応が出来る
ことを目的とした研修を行った。また、今年度は自
然公園についてのルールや今年度のふりかえり
等も実施した。



合計点 評価 B

変更あり

団体の特性が十分に
発揮されてない

未実施

不適切な実施状況

都との連携体制 実施

事業の取組状況・進捗度 適切な実施状況

＜評価理由＞

　特命により指定管理者を選定した施設については、以下に示す（１）または（２）のとおり、特命要件の継続状況について検証してください。

（１）　特命により指定管理者を選定した施設について
　特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続状況について確認してください。

特命要件の継続
・自然災害及び事故等の際、迅速かつ柔軟な対応が不可欠な地元関係機関との連携を効率的に行っている。
・地域の資源及び人材を活用した体験サービス等を提供している。
・安定した経営基盤による継続的な運用を行っている。

（２）　東京都政策連携団体を特命により選定した施設について
　選定時の特命要件の継続について、施設の位置づけや役割等を再検証のうえ、以下の項目を参考として各施設に相応しい項目を設定し、検証してください。

特命要件の継続

特命の前提となった施設の位置づけ 変更なし

東京都政策連携団体の特性と果たした役割
団体の特性が十分に

発揮されている

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の
財務状況

地方公共団体のため、特段の問題なし

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

２．特命要件の継続

要改善事項等

・改善を要する点及び改善が望まれる点（「C」評価の場合は必ず記入）
※ 業務に必要とされる関係法令・協定等に関する違反、指定管理者の責に帰すべき事故、その他当該施設の管理運営に影響を及ぼすと
　 考えられる事項が認められた場合は、その内容や改善策等を必ず記載すること
※ 当該年度中に改善された事項については、併せて改善内容を記載すること。また、今後改善を要する事項及び改善が望まれる事項については、様式４によ
り改善に取り組むこと

※管理運営状況の確認結果や各確認項目の評価理由をもとに、総合的かつ具体的に記述してください。

【一次評価結果】
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特記事項

・特に評価すべき点や、特筆すべき成果（「S」評価の場合は必ず記入）
利用料金収入が減収となる中、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用を図り、収支改善を図った。
・努力が認められる点
新型コロナウィルス感染拡大防止のための利用ルールの策定や利用者への周知、安全対策等の取組を実施した。
・一層の取組が望まれる点
・その他
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイベント休止・休園措置があり、利用者数・イベント実施回数は減となった。

※確認項目の評価は３段階で行う（「水準を上回る」（達成度：おおむね１１０％以上）、「水準どおり」、「水準を下回る」（達成度：おおむね９０％以上））。
※評価理由欄には、評価項目の総評及び評価の根拠となった事項等を具体的に記述する。
※一次評価は、全確認項目において「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点を「標準点」として、各確認項目の得点の合計点に基づき、次の４段階で評定を行う。
　「Ｓ」：管理運営が優良であり、特筆すべき実績又は成果が認められた施設（「標準点の1.33倍（小数点以下切上）」点以上）
　「Ａ」：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設（「標準点の1.25倍(小数点以下切上)」点以上かつ「標準点の1.33倍(小数点以下切上)－１」
点以下)
　「B」：管理運営が良好であった施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）＋１」点以上かつ「標準点の1.25倍（小数点以下切上）－１」点以下）
　「C」：管理運営の一部において、良好でない点が認められた施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下）
※各確認項目の評価の合計点にかかわらず、指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、
　②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合又は③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合は、評定は「C」とする。

S A B C

24点 32点以上
30点以上
31点以下

22点以上
29点以下

21点以下

評価基準
標準点



2点 1点 0点

○自然災害や事故に備えた利用者の安全
性の確保
　・避難訓練等の実施（年1回以上）
　・連絡体制の整備

×1 〇

○自然災害や事故の発生時における的確
で速やかな対応、利用者の安全確保
　・発生時の迅速な対応、施設の点検・報告
の実施
　・積極的な情報収集とSNS、HP、電話対応
等による情報提供

×1 〇

○個人情報保護・情報公開（内部規程の策
定、研修等）の適正な取組
○個人情報の漏えいや個人データの紛失
事故等の発生状況
○事故等が起きた際の対応や都への報告
の適正な実施

×1 〇

○SDGs、気候危機、３R、生物多様性保全
など持続可能性への対応や環境配慮行動
の実施
○自然公園法はじめ各種法令等の理解と遵
守
○都への適切な報告・連絡

×1 〇

令和２年度　奥多摩都民の森　一次評価シート　

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

管理
状況

適切な財
務・

財産管理

適切な財務運営・財産管理が行われているか

収支・財産管理の状況

○収支状況（安定的な運営がなされている
か。）
○適切な経理処理
　・経理の明確な区分
　・帳簿、関係書類による経理状況の明確化
○都有財産（物品など）の適切な管理
　・物品整理簿の整備・不適格品、亡失品等
の報告
○帳簿、関係書類の整備、保存（指定期間
終了後5年間）

×1 〇

・総経費(72,793,695円)、必要経費（71,480,195
円）は対計画額比90.8％、92.6％と概ね適切で
あった。
・経理処理及び都有財産管理において不適切な
事項はなかった。

施設の安全性は確保されているか

防災・防犯への配慮

・災害時マニュアル及び連絡体制を整備し、緊急
時の体制を明確にし、運用している。
・自衛消防訓練を年2回行い、火災発生時の対応
や避難誘導訓練等を行ったほか、事故や災害を
想定した訓練を定期的に実施した。
・イベント開始前には実地踏査を行い、イベント中
も参加者の健康状態や疲労度に合わせ柔軟なイ
ベント運営を行った。

緊急時対策

・清掃（週1回以上）、園路内巡視点検（月1回）、
施設保守点検（月1回以上）、警備等について、
事業計画書に基づき適切に行った。
・「安全管理点検マニュアル」を活用し、委託業者
及び管理担当職員による施設周辺及び管内の
点検を実施。

・業務上必要な配置数や配置箇所は適切であ
り、また地元に精通した職員を配置した。
・年休等の積極的な取得を呼び掛け、ワークライ
フバランスへの取り組みを促した。
・イベント参加者を抽選で選定する等利用者の平
等利用について、特に不適切な点はなかった。

適切な管理
の履行

協定及び事業計画に沿って適切に管理が行われているか

施設維持及び案内等に関する取組

○来園者の快適かつ安全な利用を図る適
正な維持管理及び必要に応じた保守点検
　・施設の清掃（週1回以上）
　・施設・設備の保守点検（月１回以上）
○施設の補修修繕の積極的な取組
○利用者目線に立った案内・表示

×1 〇

適切な人員配置、ワークライフバランス
への配慮、公平な利用機会確保への取
組

○配置数、配置箇所、専門性、多言語対応
等を考慮した適切な人員配置
○ワークライフバランスへの取組や多様な
働き方への配慮
○利用者の平等利用への適切な取組（公平
な利用者選定）

×1 〇

・天候情報や鉄道情報等の確認を徹底し、利用
者への情報提供を行った。
・イベント開催中に発生した事故時には、救護、
応急手当、関係機関への通報等を迅速に行っ
た。
・ハザードマップをHP及び施設にて配布し、通行
止め等の情報を適宜発信し、事故を未然に防い
だ。

法令等の
遵守

個人情報保護、報告等は適切に行われているか

個人情報保護・情報公開の取組、情報
管理、及び情報事故への対応

・個人情報保護条例を遵守するとともに個人情報
の管理を徹底し、保管年限を超えた情報の速や
かな廃棄処理を心掛けた。
・個人情報の漏洩や個人データの紛失事故等の
発生は無かった。
・個人情報を持ち出す際には、情報を必要 低
限にするとともに、イベント終了時に名簿等の
シュレッダー処理を徹底するなど適切に管理を
行っている。

環境配慮等への取組、法令遵守、都へ
の適切な報告・連絡の実施

・施設管理に関わる法令の遵守の徹底を図っ
た。
・都への報告・連絡を適宜行っており、適切で
あった。

安全性の
確保

様式１



2点 1点 0点

○利用者数（人数、対前年度比％） ×1 〇

○利用者要望・苦情等の適正な把握と共有
○アンケート回収枚数向上のための取組
（アンケート回収枚数、対前年度比％）
○利用者要望等への適切な対応（掲示、改
善等）

×1 〇

○施設の特性及び利用者のニーズに応じた
各種イベントの積極的な実施
　・自然教室等イベント企画数、実施回数、
参加人数（前年度数、対前年度比％）
　・電話・窓口対応等の回数（前年度数、対
前年度比％）等

×2 〇

○満足度調査の結果（「とても満足」又は「満
足」の合計が８０％以上）

×1 〇

○オフシーズン利用促進のための積極的な
取組

×2 〇

○その他、積極的な独自のサービス提供
（多様な利用者、外国人利用者等への配慮
を含む）。

×2 〇

○地域内外での広報、PR等の効率的・効果
的な実施（HPの訪問者数、SNSのフォロ
ワー数、出張授業数など）

×2 〇

○地域の人材や団体、近隣施設との連携及
び都の施策への協力

×2 〇

○地域の産業及び文化並びに地元行事等
を生かした施設運営の計画と実施

×2 〇

○経費削減の努力
○業務上の効率化への工夫や改善等

×1 〇

○従業員の人材育成のための取組（専門性
向上、・接遇等利用者サービスや満足度の
向上のための研修、自己啓発支援等）の積
極的な実施（研修年1回以上）

×1 ○

事業内容、職員の対応等について、利用者の反応はどうか。

質の高いサービス提供への取組

・実施回数：令和2年度31回
　（平成31年度55回）対前年比56.4%
　参加人数：令和2年度365人
　（平成31年度767人）対前年比47.6%
　算定結果が水準を下回るが、新型コロナウィル
スの影響を考慮し、概ね水準どおりの評価とす
る。
・利用者からの要望に応え日帰りイベントを実施
し高評価を得た。
・新型コロナウイルス感染予防対策により、宿泊
イベントの日帰りイベントへの変更、中止分の代
替イベントを計画した。

・令和2年度：100％（有効回答364人中363人）
内訳：「とても満足」80.4％（292人）
　　　　「満足」19.6％（71人）

・オフシーズン（12～2月）利用者数：
　令和2年度260人（平成31年度594人）
　対前年比43.8%
　算定結果が水準を下回るが、新型コロナウィル
スの影響から概ね水準どおりの評価とする。
・正月行事など季節限定イベントや温泉をメイン
としたイベントを実施する予定だったが、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため中止となった。

・来年度のイベントに活用できるよう、炭焼き窯の
整備を実施した。
・来館者へ低価格での平日宿泊料金や当日宿泊
可能の案内を行い利用促進に努めた。
・各部屋へ加湿機能付きの空気清浄機を導入す
るなど、新型コロナウイルス感染予防対策に努
めた。

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

・日常管理や林業イベントでの発生材を有効活
用するため、園内整備や暖炉の燃料などに活用
した。

事業
効果

利用の
状況

事業計画どおりの利用状況となっているか。

利用者数（環境の変化など外部要因を
考慮）の動向

・利用者数：令和2年度3,178人
　（平成31年度4,795人）対前年比66.3%
・開館月（6月～12月） 3,152人（対前年度比
102％）

利用者ニーズの把握への取組

・アンケート回収数：令和2年度364枚
　（平成31年度760枚）対前年比47.9%
　昨年度算定結果を下回るが、新型コロナウィル
スの影響を考慮し、概ね水準どおりの評価とす
る。
・アンケート及びイベント参加者からの直接のヒ
アリングにより、即時対応可能なものについては
迅速に改善するとともに、苦情対応については丁
寧な説明、対応に努めた。

サービス
内容の向上

等

施設の広報に関する取組

・奥多摩駅前の観光案内所掲示板、近隣の施設
へパンフレットを配布するほか、ボランティア会員
にも広報を依頼し集客を図った。
・SNSでは、ドローン撮影による 新映像や施
設・イベント等の 新情報の発信に努めた。
・来館者に友達等への紹介を依頼し、新規利用
者を獲得した。

地域連携や地域振興、関連施設との連
携への取組

・地元在住の講師や地域住民の協力を得て、山
間地やわさび田での農作業、渓流釣り体験等か
つての奥多摩の暮らしを体験できる地域交流型
のイベントを開催した。
・地元地域住民と協力し、炭焼き窯の修復や鎮
守の森の整備を実施した。
・檜原都民の森・山のふるさと村との三施設合同
企画や、町内自転車業者と開催したイベントなど
連携の強化を図った。

業務効率化の取組

人材育成

・環境局の障がい者等支援マニュアルや英語研
修を動画付き資料により受講し、指定管理業務
に必要なノウハウの習得に努めた。
・特別講師等を招いたイベントでは参加者だけで
なく職員も専門家の講義を受講し、知識向上に
努めた。

・地域貢献にもつながる鎮守の森の整備を実施
するなど地域行事を体験できるイベントを開催し
た。
・山里サイクリングをイベントに取り入れるなど地
域産業の活性化に貢献した。



合計点 評価 B

変更あり

団体の特性が十分に
発揮されてない

未実施

不適切な実施状況

（１）　特命により指定管理者を選定した施設について
　特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続状況について確認してください。
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【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の
財務状況

地方公共団体のため、特段の問題なし

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

２．特命要件の継続
　特命により指定管理者を選定した施設については、以下に示す（１）または（２）のとおり、特命要件の継続状況について検証してください。

※確認項目の評価は３段階で行う（「水準を上回る」（達成度：おおむね１１０％以上）、「水準どおり」、「水準を下回る」（達成度：おおむね９０％以上））。
※評価理由欄には、評価項目の総評及び評価の根拠となった事項等を具体的に記述する。
※一次評価は、全確認項目において「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点を「標準点」として、各確認項目の得点の合計点に基づき、次の４段階で評定を行う。
　「Ｓ」：管理運営が優良であり、特筆すべき実績又は成果が認められた施設（「標準点の1.33倍（小数点以下切上）」点以上）
　「Ａ」：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設（「標準点の1.25倍(小数点以下切上)」点以上かつ「標準点の1.33倍(小数点以下切上)－１」
点以下)
　「B」：管理運営が良好であった施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）＋１」点以上かつ「標準点の1.25倍（小数点以下切上）－１」点以下）
　「C」：管理運営の一部において、良好でない点が認められた施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下）
※各確認項目の評価の合計点にかかわらず、指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、
　②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合又は③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合は、評定は「C」とする。

特記事項

・特に評価すべき点や、特筆すべき成果（「S」評価の場合は必ず記入）
気軽に参加できる温泉・グルメ・ハイキング・散策などのイベントの実施にあたり、地域資源を 大限活用し、内容充実に力を入れて取り組んでいた。
・努力が認められる点
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった宿泊イベントについて、利用者アンケートの要望をもとに代替イベントとして日帰りイベントを企画し、コロ
ナ禍でのイベント対応と利用者のニーズ対応を両立させていた。
・一層の取組が望まれる点
施設の認知度を向上させるとともに、利用者の増加を図っていただきたい。また、従業員の接遇力や施設管理能力を向上させるような人材育成を推進してい
ただきたい。
その他
・新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイベント休止・休園措置があり、利用者数・イベント実施回数は減となった。

要改善事項等

・改善を要する点及び改善が望まれる点（「C」評価の場合は必ず記入）
※ 業務に必要とされる関係法令・協定等に関する違反、指定管理者の責に帰すべき事故、その他当該施設の管理運営に影響を及ぼすと
　 考えられる事項が認められた場合は、その内容や改善策等を必ず記載すること
※ 当該年度中に改善された事項については、併せて改善内容を記載すること。また、今後改善を要する事項及び改善が望まれる事項については、様式４に
より改善に取り組むこと

※管理運営状況の確認結果や各確認項目の評価理由をもとに、総合的かつ具体的に記述してください。

【一次評価結果】

＜評価理由＞

特命要件の継続
・自然災害及び事故等の際、迅速かつ柔軟な対応が不可欠な地元関係機関との連携を効率的に行っている。
・地域の資源及び人材を活用した体験サービス等を提供している。
・安定した経営基盤による継続的な運用を行っている。

（２）　東京都政策連携団体を特命により選定した施設について
　選定時の特命要件の継続について、施設の位置づけや役割等を再検証のうえ、以下の項目を参考として各施設に相応しい項目を設定し、検証してください。

特命要件の継続

特命の前提となった施設の位置づけ 変更なし

事業の取組状況・進捗度 適切な実施状況

東京都政策連携団体の特性と果たした役割
団体の特性が十分に

発揮されている

都との連携体制 実施

S A B C

24点 32点以上
30点以上
31点以下

22点以上
29点以下

21点以下

評価基準
標準点



2点 1点 0点

○自然災害や事故に備えた利用者の安全
性の確保
　・避難訓練等の実施（年1回以上）
　・連絡体制の整備

×1 〇

○自然災害や事故の発生時における的確
で速やかな対応、利用者の安全確保
　・発生時の迅速な対応、施設の点検・報告
の実施
　・積極的な情報収集とSNS、HP、電話対応
等による情報提供

×1 〇

○個人情報保護・情報公開（内部規程の策
定、研修等）の適正な取組
○個人情報の漏えいや個人データの紛失
事故等の発生状況
○事故等が起きた際の対応や都への報告
の適正な実施

×1 〇

○SDGs、気候危機、３R、生物多様性保全
など持続可能性への対応や環境配慮行動
の実施
○自然公園法はじめ各種法令等の理解と遵
守
○都への適切な報告・連絡

×1 〇

適切な管理
の履行

協定及び事業計画に沿って適切に管理が行われているか

施設維持及び案内等に関する取組

○来園者の快適かつ安全な利用を図る適
正な維持管理及び必要に応じた保守点検
　・施設の清掃（週1回以上）
　・施設・設備の保守点検（月１回以上）
○施設の補修修繕の積極的な取組
○利用者目線に立った案内・表示

×1

個人情報保護・情報公開の取組、情報
管理、及び情報事故への対応

・情報セキュリティー担当者を設置し、異常時や
不具合時の早急な対応にあたった。
・月初めにパスワードを変更し、活用するメール
アカウントのチェックを毎日行い、不具合や異常
がないか確認を行った。
・職員個人の外部記憶媒体の使用を原則廃止
し、社内で契約する有料クラウドサービスを使用
し、情報漏洩対策を図った。
・事故等については発生していない。

個人情報保護、報告等は適切に行われているか

緊急時対策

・緊急時の備えとして「安全管理マニュアル」「緊
急連絡網」等を改訂し、運用した。
・倒木や土砂崩れの際には、関係各所と情報を
共有し、ホームページとSNSで利用者に迅速な発
信を行った。また、熱中症予防や天候に関する注
意喚起を屋外放送で行った。
・AEDを使用して傷病者対応を行ったことにより、
消防総監感謝状の贈呈の打診があったが、勤務
者の調整がつかず辞退となった。

〇

×1 〇

・自然学習に関する知識・経験が豊富な職員を
配置した。
・団体対応の充実化を図るため、小学校教員経
験者を採用した。
・勤務時間を柔軟に設定することや看護休暇等
の導入、勤怠管理による長時間労働の削減によ
り、適切な人材を確保した。
・利用者の平等利用について、特に不適切な点
はなかった。

・チェックリストや清掃マニュアルを改訂し、毎日
の日常管理と清掃に活用することで業務の効率
化を図った。
・混雑期や閑散期など、利用者数に応じて、清掃
員を増減員するなどして状況に応じた適切な維
持管理に努めた。
・館内やトイレは開館前の清掃時や閉館後に劣
化損傷の点検を実施した。園内、施設の定期的
な巡視を行うことで登山道異常の早期発見に努
めた。
・利用者に向けてマスクの着用や手指消毒を促
すピクトサインを設置し、並ぶ位置の表示の掲出
など利用者が安心して利用できるよう努めた。

適切な人員配置、ワークライフバランス
への配慮、公平な利用機会確保への取
組

令和2年度　高尾ビジターセンター　一次評価シート　

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

〇

・総経費（41,770,064円）は対計画額比
（40,640,000円）103 %と適切であった。
・物販の収支については、オリジナル商品を新た
に展開したことで好評であったが、臨時閉館の影
響で収入額は815,326円、対計画額比32.6%で減
額となった。
・経理処理及び都有財産管理において不適切な
事項はなかった。

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

防災・防犯への配慮

・関連機関と連携し、台風接近時や積雪後の利
用者対応について、情報交換と連携作業を行っ
た。
・避難訓練や感染拡大防止を考慮した熱中症対
策について、シミュレーション形式の教育訓練を
行った。また、応急手当普及員の認定を取得した
職員が普通救命講習を自主開催した。

適切な財
務・

財産管理

適切な財務運営・財産管理が行われているか

管理
状況

○配置数、配置箇所、専門性、多言語対応
等を考慮した適切な人員配置
○ワークライフバランスへの取組や多様な
働き方への配慮
○利用者の平等利用への適切な取組（公平
な利用者選定）

環境配慮等への取組、法令遵守、都へ
の適切な報告・連絡の実施

・都レンジャーと連携し、希少植物の植物採取禁
止や踏み込み注意喚起の表示を設置し、外来種
の駆除を行った。
・希少動植物の情報を積極的に収集し、位置情
報をGPSデータにて記録した。
・都への報告・連絡を適宜行っており、適切で
あった。

法令等の
遵守

収支・財産管理の状況

○収支状況（安定的な運営がなされている
か。）
○適切な経理処理
　・経理の明確な区分
　・帳簿、関係書類による経理状況の明確化
○都有財産（物品など）の適切な管理
　・物品整理簿の整備・不適格品、亡失品等
の報告
○帳簿、関係書類の整備、保存（指定期間
終了後5年間）

×1

様式１



2点 1点 0点

○利用者数（人数、対前年度比％） ×1 〇

○利用者要望・苦情等の適正な把握と共有
○アンケート回収枚数向上のための取組
（アンケート回収枚数、対前年度比％）
○利用者要望等への適切な対応（掲示、改
善等）

×1 〇

○施設の特性及び利用者のニーズに応じた
各種イベントの積極的な実施
　・自然教室等イベント企画数、実施回数、
参加人数（前年度数、対前年度比％）
　・電話・窓口対応等の回数（前年度数、対
前年度比％）等

×2 〇

○満足度調査の結果（「とても満足」又は「満
足」の合計が８０％以上）

×1 〇

○オフシーズン利用促進のための積極的な
取組

×2 〇

○その他、積極的な独自のサービス提供
（多様な利用者、外国人利用者等への配慮
を含む）。

×2 〇

○地域内外での広報、PR等の効率的・効果
的な実施（HPの訪問者数、SNSのフォロ
ワー数、出張授業数など）

×2 〇

○地域の人材や団体、近隣施設との連携及
び都の施策への協力

×2 〇

○地域の産業及び文化並びに地元行事等
を生かした施設運営の計画と実施

×2 〇

○経費削減の努力
○業務上の効率化への工夫や改善等

×1 〇業務効率化の取組

・高尾599ミュージアム連絡協議会、地域連絡協
議会、高尾山観光連絡会、高尾地区自然公園管
理運営協議会等へ参加し、各関係団体と情報交
換を行った。
・休止していたボランティア会の活動に代わり、イ
ンターンシップ制度を計画し、10～3月の間に月2
回開催した。

サービス
内容の向上

等

事業内容、職員の対応等について、利用者の反応はどうか。

・高尾観光連絡会へ参加し、コロナ感染拡大防
止対策について情報共有を行った。
・高尾地区自然公園管理運営協議会へ参加し、
情報共有を行った。

・混雑期等に臨時職員の配置を見直すなど職員
のシフト管理を工夫し、業務の効率化を図った。
・臨時休館中は職員のテレワークを推進し出勤
抑制に努め、毎月の会議をオンライン会議システ
ムで行うようにした。

・自然への親しみや理解の深まりを意識できる
きっかけとなるデザインのオリジナル商品を新た
に開発し、オリジナル商品投票を行うなどのア
ピールを行った。さらに、オンラインショップを開
設し、閉館期間中も物販を実施した。
・パネル展示の英訳文をホームページに掲載し、
掲出されたQRコードでスマートフォンから閲覧で
きるようにした。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ハン
ズオン展示を撤去し、触れることなく利用者が楽
しめる写真展示を新たに作製した。

施設の広報に関する取組

・ツイッターは臨時休館時を除き毎日更新し、高
尾山クイズなど情報発信を工夫したことにより
4,739,445回の閲覧があった。（フォロワー数6,241
人・前年度比147.7%。ホームページ閲覧数は
235,657件）
・昭島のモリパークアウトドアヴィレッジに出張ビ
ジターセンターを出展し、2日間で延べ867人に対
応した。
・大手登山情報サイト「ヤマケイオンライン」に週
１回程度、イベント情報や自然情報、気温、季節
の注意事項などを情報提供し、施設の広報に努
めた。
・今年度より開始したオンラインショップの注文が
あった際に、自然教室のチラシを同封して配布し
た。
・ニュースレター「のぶすま」を年4回発行し、休館
中も玄関外に配置するなど6,824枚配布した。

事業
効果

・R2年度アンケート回収枚数151枚（前年度386
枚、対前年度比39.1％）
　算定結果が水準を下回るが、新型コロナウィル
ス感染症の影響を考慮し、概ね水準どおりの評
価とする。
・要望等については、関係機関にも情報提供する
などし、適正に対応している。
・窓口におけるキャッシュレス決裁の要望に応
え、電子マネー決裁を取り入れた。また、登山道
情報など安全登山に関わる情報をまとめてホー
ムページに掲載し、反響を得た。

質の高いサービス提供への取組

地域連携や地域振興、関連施設との連
携への取組

事業計画どおりの利用状況となっているか。

利用者数（環境の変化など外部要因を
考慮）の動向

・年間入館者数　57,362人（対前年度比42.4％）
・開館月（6月～12月） 56,662人（対前年度比
68％）
　算定結果が水準を下回るが、新型コロナウィル
ス感染症の影響を考慮し、概ね水準どおりの評
価とする。

利用者ニーズの把握への取組

利用の
状況

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

・自然教室3回・参加人数41人（前年度数132人・
前年度比31％）であったが、募集人数に対し約４
倍の応募数があるなど好評であった。参加者に
よる満足度は100%であった。
・ガイドウォークやレンジャートークなど４つプログ
ラムを開館日は毎日実施した。ワークショップで
はリピーターも楽しめるよう2点の新規コンテンツ
を開設し、のべ4,487人に対応した。
・日常プログラムが実施できなかった期間は、新
たな取り組みとしてYouTubeで解説動画を配信し
た。
・団体利用として9団体323人（前年度比22.7％）、
八王子市内の小中学校を中心に総合学習の一
環に貢献した。
・電話・窓口対応の回数：15,225件（前年度数
29,458件、対前年度比51.7％）

・令和2年度：98.4％（有効回答151人中125
人）
内訳：「とても満足」54.4％（68人）
　　　　「満足」44％（55人）
　　　　「やや不満」0.8%（1人）
　　　　「不満」0.8%（1人）

・ワークショップやガイドウォークを、冬の自然や
動物の内容としたプログラムで実施した。

評価理由



○従業員の人材育成のための取組（専門性
向上、・接遇等利用者サービスや満足度の
向上のための研修、自己啓発支援等）の積
極的な実施（研修年1回以上）

×1 〇人材育成

・自然や文化歴史、インタープリテーションにかか
わる文献調査を行い、職員間で共有することによ
り専門性の強化を図った。
・安全管理シミュレーション研修やチェーンソーの
取り扱いに関する講習会に参加し、安全性の向
上に反映させた。



合計点 評価 A

変更あり

団体の特性が十分に
発揮されてない

未実施

不適切な実施状況

都との連携体制 実施

事業の取組状況・進捗度 適切な実施状況

＜評価理由＞

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

２．特命要件の継続

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の
財務状況

　　「決算報告書（第31期）」の財務分析から、事業の遂行能力・適応能力・財務体質の健全性について表示上は特に大きな問題があるとは認められない。但
し、前年度の短期借入金50,000千円が、当期短期借入金26,400円、長期借入金44,800千円と全体で増加かつ長期化している点、未収入金の回収可能性、及
び旅行業の収益性の状況については適時ヒアリングを行い注視する必要がある。

特命要件の継続

（２）　東京都政策連携団体を特命により選定した施設について
　選定時の特命要件の継続について、施設の位置づけや役割等を再検証のうえ、以下の項目を参考として各施設に相応しい項目を設定し、検証してください。

特命要件の継続

（１）　特命により指定管理者を選定した施設について
　特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続状況について確認してください。

　特命により指定管理者を選定した施設については、以下に示す（１）または（２）のとおり、特命要件の継続状況について検証してください。

特命の前提となった施設の位置づけ 変更なし

東京都政策連携団体の特性と果たした役割
団体の特性が十分に

発揮されている

要改善事項等

・改善を要する点及び改善が望まれる点（「C」評価の場合は必ず記入）
※ 業務に必要とされる関係法令・協定等に関する違反、指定管理者の責に帰すべき事故、その他当該施設の管理運営に影響を及ぼすと
　 考えられる事項が認められた場合は、その内容や改善策等を必ず記載すること
※ 当該年度中に改善された事項については、併せて改善内容を記載すること。また、今後改善を要する事項及び改善が望まれる事項については、様式４に
より改善に取り組むこと

※管理運営状況の確認結果や各確認項目の評価理由をもとに、総合的かつ具体的に記述してください。

【一次評価結果】
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・特に評価すべき点や、特筆すべき成果（「S」評価の場合は必ず記入）
　オンラインショップを開設し、オリジナル商品の販売を閉館期間中も行っていた。また、SNSの投稿を毎日実施し、フォロワー数が47％増加するなど利用者へ
のPRに積極的に取り組んでいる。
・努力が認められる点
　新型コロナウィルス感染拡大防止のための利用ルールの策定や利用者への周知、安全対策等の取組を実施した。
・一層の取組が望まれる点
・その他
　新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイベント休止・休園措置があり、利用者数・イベント実施回数は減となった。

特記事項

※確認項目の評価は３段階で行う（「水準を上回る」（達成度：おおむね１１０％以上）、「水準どおり」、「水準を下回る」（達成度：おおむね９０％以上））。
※評価理由欄には、評価項目の総評及び評価の根拠となった事項等を具体的に記述する。
※一次評価は、全確認項目において「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点を「標準点」として、各確認項目の得点の合計点に基づき、次の４段階で評定を行う。
　「Ｓ」：管理運営が優良であり、特筆すべき実績又は成果が認められた施設（「標準点の1.33倍（小数点以下切上）」点以上）
　「Ａ」：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設（「標準点の1.25倍(小数点以下切上)」点以上かつ「標準点の1.33倍(小数点以下切上)－１」
点以下)
　「B」：管理運営が良好であった施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）＋１」点以上かつ「標準点の1.25倍（小数点以下切上）－１」点以下）
　「C」：管理運営の一部において、良好でない点が認められた施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下）
※各確認項目の評価の合計点にかかわらず、指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、
　②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合又は③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合は、評定は「C」とする。

S A B C

24点 32点以上
30点以上
31点以下

22点以上
29点以下

21点以下

評価基準
標準点



2点 1点 0点

○自然災害や事故に備えた利用者の安全
性の確保
　・避難訓練等の実施（年1回以上）
　・連絡体制の整備

×1 〇

○自然災害や事故の発生時における的確で
速やかな対応、利用者の安全確保
　・発生時の迅速な対応、施設の点検・報告
の実施
　・積極的な情報収集とSNS、HP、電話対応
等による情報提供

×1 〇

○個人情報保護・情報公開（内部規程の策
定、研修等）の適正な取組
○個人情報の漏えいや個人データの紛失事
故等の発生状況
○事故等が起きた際の対応や都への報告
の適正な実施

×1 〇

○SDGs、気候危機、３R、生物多様性保全な
ど持続可能性への対応や環境配慮行動の
実施
○自然公園法はじめ各種法令等の理解と遵
守
○都への適切な報告・連絡

×1 〇

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

防災・防犯への配慮

・安全管理マニュアル、緊急連絡網等を策定し、
運用した。
・各種書類は、回覧及びミーティング等により、ス
タッフ間で情報共有した。
・今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、
拠点内に配置した安全管理担当者が社内の安全
管理部門と連携する機会はなかったものの、拠
点内では半年に1度、職員間の安全管理に対す
る知識習得や意識向上のための研修を行った。
・新型コロナウイルス感染症対策に関する取り組
みも行った。具体的には、怪我や体調不良で来
館された方に対する対応で、消毒方法や対応内
容などもミーティングなどを利用し職員間で共有
を行った。
・12月に実施した御岳山の地域関係者連携によ
る自衛消防訓練は、非常放送による避難誘導及
び防災知識のスキル向上に繋がる内容となっ
た。
地域共同で防災意識を高めることができた。

緊急時対策

・9月には、ビジターセンター周辺にて転倒し自力
歩行不可の事故が発生、7月には綾広の滝周辺
にて滑落事故が発生した。両事故の情報は、地
元消防団等から事故情報を収集した。また、当施
設が把握している情報は、地元消防団や東京
都、東京都レンジャーへと共有した。
・事故情報は職員間で共有し、事故再発を防ぐた
め、登山予定者に対して積極的に注意喚起を行
うことで安全な登山を促した。
・当施設の職員が地元消防団に所属し、日頃より
円滑な関係性を構築していることから、利用者か
ら寄せられる様々な事案（事故道迷い等）に対し
ても、適切な情報提供と対処が実施できている。
・都への報告・連絡を適宜行っており、適切であっ
た。

適切な財
務・

財産管理

適切な財務運営・財産管理が行われているか

収支・財産管理の状況

○収支状況（安定的な運営がなされている
か。）
○適切な経理処理
　・経理の明確な区分
　・帳簿、関係書類による経理状況の明確化
○都有財産（物品など）の適切な管理
　・物品整理簿の整備・不適格品、亡失品等
の報告
○帳簿、関係書類の整備、保存（指定期間
終了後5年間）

×1 〇

・総経費（22,976,00円）、必要経費（22,97,600円）
は対計画額比100 %とおおむね適切であった。
・経理処理及び都有財産管理において不適切な
事項はなかった。

適切な人員配置、ワークライフバランス
への配慮、公平な利用機会確保への取
組

○配置数、配置箇所、専門性、多言語対応
等を考慮した適切な人員配置
○ワークライフバランスへの取組や多様な働
き方への配慮
○利用者の平等利用への適切な取組（公平
な利用者選定）

×1 〇

・業務経験者や地域在住者を配置することによ
り、施設管理業者や地域に対しての円滑かつ迅
速な対応、事業効率化等が実現した。
・業務計画策定と役割分担推進による業務効率
化に取り組むと共に勤怠管理システムによる勤
務時間の管理を徹底し、長時間労働の削減と全
職員の有給休暇取得を達成した。
・利用者の平等利用について、特に不適切な点
は見受けられなかった。

管理
状況

適切な管理
の履行

協定及び事業計画に沿って適切に管理が行われているか

施設維持及び案内等に関する取組

○来園者の快適かつ安全な利用を図る適正
な維持管理及び必要に応じた保守点検
　・施設の清掃（週1回以上）
　・施設・設備の保守点検（月１回以上）
○施設の補修修繕の積極的な取組
○利用者目線に立った案内・表示

×1 〇

法令等の
遵守

個人情報保護、報告等は適切に行われているか

個人情報保護・情報公開の取組、情報
管理、及び情報事故への対応

・個人情報管理ガイドラインに基づき個人情報管
理を徹底すると共にPCやソフトウエア、メール、パ
スワード等、各種管理も徹底し、セキュリティ強化
に取り組んだ。
・サイバーセキュリティ研修に参加し、同テーマで
社会研修を行った。
・イベント参加者の個人情報については、厳重に
保管し、イベント終了後、速やかに破棄、消去し
た。

環境配慮等への取組、法令遵守、都へ
の適切な報告・連絡の実施

・レンゲショウマを含む希少種について、展示や
窓口解説、自然教室、印刷物等を通じて発信し
た。
・GPSを用いた自然調査や二ホンジカの食害調
査と通じて、御岳山の地域資源の把握に努めた。
・各種法令を遵守して、管理運営を行った。
・都への報告・連絡を適宜行っており、適切であっ
た。

令和2年度　御岳ビジターセンター　一次評価シート　

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

・施設の清掃及び保守点検を計画どおり適切に
行った。
・館内フロアやトイレ等日常清掃を徹底し、美観
維持に取り組んだ。
・経年劣化に伴うトイレ故障等を確認した際、東
京都に対して現況を随時報告すると共に、軽微な
破損は職員が応急的に対処するなど適切な対応
を行った。

様式１様式１



2点 1点 0点

○利用者数（人数、対前年度比％） ×1 〇

○利用者要望・苦情等の適正な把握と共有
○アンケート回収枚数向上のための取組（ア
ンケート回収枚数、対前年度比％）
○利用者要望等への適切な対応（掲示、改
善等）

×1 〇

○施設の特性及び利用者のニーズに応じた
各種イベントの積極的な実施
　・自然教室等イベント企画数、実施回数、
参加人数（前年度数、対前年度比％）
　・電話・窓口対応等の回数（前年度数、対
前年度比％）等

×2 〇

○満足度調査の結果（「とても満足」又は「満
足」の合計が８０％以上）

×1 〇

○オフシーズン利用促進のための積極的な
取組

×2 〇

○その他、積極的な独自のサービス提供
（多様な利用者、外国人利用者等への配慮
を含む）。

×2 〇

○地域内外での広報、PR等の効率的・効果
的な実施（HPの訪問者数、SNSのフォロワー
数、出張授業数など）

×2 〇

○地域の人材や団体、近隣施設との連携及
び都の施策への協力

×2 〇

○地域の産業及び文化並びに地元行事等
を生かした施設運営の計画と実施

×2 〇

○経費削減の努力
○業務上の効率化への工夫や改善等

×1 〇

○従業員の人材育成のための取組（専門性
向上、・接遇等利用者サービスや満足度の
向上のための研修、自己啓発支援等）の積
極的な実施（研修年1回以上）

×1 〇

施設の広報に関する取組

・ホームページ及びSNS（Twitter、Facebook）を通
じて御岳山の自然や登山情報、イベント情報を発
信、ホームページ193回、SNS402回、延べ595回
更新した。
・ホームページアクセス数は166,794件で、前年度
に対して119％と増加した。
・TwitterやFacebook等のSNSを積極的に更新し
たことにより、フォロワーがTwitterでは、2,941
（1,701人増加）人、Facebookでは644人（318人増
加）になった。
・ニホンジカの個体数増加に伴い地域植生への
影響や土壌流出が問題になりつつある御岳山の
現状を多くの利用者に知ってもらうため、特設
ページを作成した。

地域連携や地域振興、関連施設との連
携への取組

・地元小学校（青梅市立第六小学校）に対して、
出張授業と御岳山でのガイドウォークを実施し
た。同校は、総合学習の一環で御岳山を学ぶ学
習に取り組んでおり、出張学習では小学校があ
る場所と御岳山との標高や自然環境の違い、御
岳山に生息するムササビの生態等を紹介した。
ガイドウォークでは、御岳山の特徴的な環境であ
る井戸や雑木林などを実際に歩きながら哺乳類
のフィールドサインを探すことで、そこにどのよう
な動物が暮らしているか、考えてもらった。

・御岳山で行われる祭事（流鏑馬祭、末社祭、節
分等）、共同活動（自衛防火訓練、レンゲショウマ
生育のための富士峰園地の草刈や観察路の整
備、除雪作業等）に積極的に参加することで、地
域住民との円滑な関係を構築した。また、御岳の
歴史・文化を知ることでスタッフの理解が深まり、
来館者への案内にも役立てることができた。

業務効率化の取組

・入館者推移や業務内容を踏まえた人員配置計
画を策定し、業務効率化に取り組んだ。
・閑散期となる6月、9月及び冬季には非常勤職員
の配置削減、自然教室の運営体制の見直しを図
る等、業務効率化に取り組んだ。

人材育成

質の高いサービス提供への取組

・歴史文化講座、自然体験、安全登山、防災講座
等多様なテーマの自然教室等イベントを19回企
画し、うち15回実施、7回は新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため中止した。
参加人数1,201人、満足度100％と高評価であっ
た。さらに、中止となった自然教室の代替事業とし
て、自宅にいながら御岳山を満喫できるオンライ
ン解説を行うことで、STAYHOMEを呼び掛けると
ともに自宅にいながら楽しめるコンテンツを提供し
た。オンライン解説はSNS（YouTube、Twitter、
Facebook）を通じて14回配信した。
・コロナ禍による中止イベントの代替事業として次
のことに取り組んだ。
8月「子ども自然教室」については夏休み期間中
に「レンゲショウマ缶バッチ」を複数回実施。5月・
3月「ムササビ観察」についてはオンラインの解説
動画を配信した。

・R2年度：98.3％（有効回答118人中115人）
内訳：「とても満足」60.0％（69人）
　　　　「満足」38.3％（44人）
　　　　「やや不満」1.7％（2人）
　　　　「不満」0.0％　（0人）

・YouTubeを用いた情報発信、SNS（Twitter・
Facebook）発信頻度の強化、御岳山観光協会と
連携した宿泊団体の受け入れとプログラム対応、
複合施設における出張ビジターセンター開催、取
材対応への注力等に取り組みオフシーズンの集
客に努めた。

・英語地図や解説パネルを用いて、コース案内や
自然解説、観光案内等を行い、延べ333人に対応
した。外国人入館者は496人だった。
・東京都と東京都観光財団（TCVB）が主体の観
光事業で、欧米豪の富裕層を中心としたプロモー
ションの一環として東京のラグジュアリートラベル
向けの観光コンテンツの発掘・開発に協力した。
具体的には伊岳山の観光コンテンツ紹介及び取
材対応を行った。
・新規インバウンド事業「出張御岳山の解説」は
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止
となった。

事業
効果

利用の
状況

事業計画どおりの利用状況となっているか。

利用者数（環境の変化など外部要因を
考慮）の動向

・年間入館者数　31,847人（対前年度比53.8％）
・開館月（6月～12月） 31,439人（対前年度比
87％）
　算定結果が水準を下回るが、新型コロナウィル
ス感染症の影響を考慮し、概ね水準どおりの評
価とする。

利用者ニーズの把握への取組

・R2年度アンケート回収枚数118枚。（前年度181
枚、前年度比65.2％）
　算定結果が水準を下回るが、新型コロナウィル
ス感染症の影響を考慮し、概ね水準どおりの評
価とする。
・夏に飲料水販売の要望が多数寄せられたた
め、2020年8月から販売を開始したところ、4か月
間で218件の利用があり、安全登山を推進するこ
とができた。次年度以降も継続していく方針であ
る。

サービス
内容の向上

等

事業内容、職員の対応等について、利用者の反応はどうか。

・自然環境の保全を目的に、自然保護及び普及
啓発の担い手をテーマにした人材育成に注力し
た。

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由



合計点 評価 B

変更あり

団体の特性が十分に
発揮されてない

未実施

不適切な実施状況

都との連携体制 実施

事業の取組状況・進捗度 適切な実施状況

＜評価理由＞

　特命により指定管理者を選定した施設については、以下に示す（１）または（２）のとおり、特命要件の継続状況について検証してください。

（１）　特命により指定管理者を選定した施設について
　特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続状況について確認してください。

特命要件の継続

（２）　東京都政策連携団体を特命により選定した施設について
　選定時の特命要件の継続について、施設の位置づけや役割等を再検証のうえ、以下の項目を参考として各施設に相応しい項目を設定し、検証してください。

特命要件の継続

特命の前提となった施設の位置づけ 変更なし

東京都政策連携団体の特性と果たした役割
団体の特性が十分に

発揮されている

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の
財務状況

　　「決算報告書（第31期）」の財務分析から、事業の遂行能力・適応能力・財務体質の健全性について表示上は特に大きな問題があるとは認められない。但
し、前年度の短期借入金50,000千円が、当期短期借入金26,400円、長期借入金44,800千円と全体で増加かつ長期化している点、未収入金の回収可能性、及
び旅行業の収益性の状況については適時ヒアリングを行い注視する必要がある。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

２．特命要件の継続

要改善事項等

・改善を要する点及び改善が望まれる点（「C」評価の場合は必ず記入）
※ 業務に必要とされる関係法令・協定等に関する違反、指定管理者の責に帰すべき事故、その他当該施設の管理運営に影響を及ぼすと
　 考えられる事項が認められた場合は、その内容や改善策等を必ず記載すること
※ 当該年度中に改善された事項については、併せて改善内容を記載すること。また、今後改善を要する事項及び改善が望まれる事項については、様式４によ
り改善に取り組むこと

※管理運営状況の確認結果や各確認項目の評価理由をもとに、総合的かつ具体的に記述してください。

【一次評価結果】

27

※確認項目の評価は３段階で行う（「水準を上回る」（達成度：おおむね１１０％以上）、「水準どおり」、「水準を下回る」（達成度：おおむね９０％以上））。
※評価理由欄には、評価項目の総評及び評価の根拠となった事項等を具体的に記述する。
※一次評価は、全確認項目において「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点を「標準点」として、各確認項目の得点の合計点に基づき、次の４段階で評定を行う。
　「Ｓ」：管理運営が優良であり、特筆すべき実績又は成果が認められた施設（「標準点の1.33倍（小数点以下切上）」点以上）
　「Ａ」：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設（「標準点の1.25倍(小数点以下切上)」点以上かつ「標準点の1.33倍(小数点以下切上)－１」
点以下)
　「B」：管理運営が良好であった施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）＋１」点以上かつ「標準点の1.25倍（小数点以下切上）－１」点以下）
　「C」：管理運営の一部において、良好でない点が認められた施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下）
※各確認項目の評価の合計点にかかわらず、指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、
　②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合又は③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合は、評定は「C」とする。

特記事項

・特に評価すべき点や、特筆すべき成果（「S」評価の場合は必ず記入）
　SNSの積極的な更新により、フォロワー数が大幅に増加する等施設のPRを積極的に行った。
・努力が認められる点
　新型コロナウィルス感染拡大防止のための利用ルールの策定や利用者への周知、安全対策等の取組を実施した。
・一層の取組が望まれる点
・その他
　新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイベント休止・休園措置があり、利用者数・イベント実施回数は減となった。

S A B C

24点 32点以上
30点以上
31点以下

22点以上
29点以下

21点以下

評価基準
標準点



2点 1点 0点

○自然災害や事故に備えた利用者の安全
性の確保
　・避難訓練等の実施（年1回以上）
　・連絡体制の整備

×1 〇

○自然災害や事故の発生時における的確
で速やかな対応、利用者の安全確保
　・発生時の迅速な対応、施設の点検・報告
の実施
　・積極的な情報収集とSNS、HP、電話対応
等による情報提供

×1 〇

○個人情報保護・情報公開（内部規程の策
定、研修等）の適正な取組
○個人情報の漏えいや個人データの紛失
事故等の発生状況
○事故等が起きた際の対応や都への報告
の適正な実施

×1 〇

○SDGs、気候危機、３R、生物多様性保全
など持続可能性への対応や環境配慮行動
の実施
○自然公園法はじめ各種法令等の理解と遵
守
○都への適切な報告・連絡

×1 〇

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

防災・防犯への配慮

・安全管理マニュアル、緊急連絡網を策定し、全
スタッフで読み合わせの上、運用した。
・安全管理担当者を設置し、シミュレーションを実
施することでスタッフの安全管理の意識向上に努
めた。4月には近隣の避難所の確認、9月には簡
易消防訓練、2月には管内における事故シミュ
レーションに取り組んだ。
・各種書類は、状況に応じて適宜改定すること
で、より適正に管理を行った。
・各種書類は、回覧及びミーティング等により、ス
タッフ間で情報共有した。

緊急時対策

・山岳事故（滑落・道迷い）や怪我人等の情報は
奥多摩交番より情報を取集し把握すると共に、そ
の情報を基に来館者に対して注意喚起を行っ
た。
収集した情報は東京都レンジャーや環境省など
に共有した。

適切な財
務・

財産管理

適切な財務運営・財産管理が行われているか

収支・財産管理の状況

○収支状況（安定的な運営がなされている
か。）
○適切な経理処理
　・経理の明確な区分
　・帳簿、関係書類による経理状況の明確化
○都有財産（物品など）の適切な管理
　・物品整理簿の整備・不適格品、亡失品等
の報告
○帳簿、関係書類の整備、保存（指定期間
終了後5年間）

×1 〇

・総経費（計画2,536,500円、実績2,536,500円）は
対計画額比100%と適切であった。
・経理処理及び都有財産管理において不適切な
事項はなかった。

適切な人員配置、ワークライフバランス
への配慮、公平な利用機会確保への取
組

○配置数、配置箇所、専門性、多言語対応
等を考慮した適切な人員配置
○ワークライフバランスへの取組や多様な
働き方への配慮
○利用者の平等利用への適切な取組（公平
な利用者選定）

×1 〇

・職員の長時間労働の削減や有給休暇取得等に
取り組み、ワークライフバランスを推進すること
で、働きやすく続けやすい職場環境を整えた。
・コロナ禍を踏まえ在宅勤務の導入を推進し積極
的に取り組んだ。

管理
状況

適切な管理
の履行

協定及び事業計画に沿って適切に管理が行われているか

施設維持及び案内等に関する取組

○来園者の快適かつ安全な利用を図る適
正な維持管理及び必要に応じた保守点検
　・施設の清掃（週1回以上）
　・施設・設備の保守点検（月１回以上）
○施設の補修修繕の積極的な取組
○利用者目線に立った案内・表示

×1 〇

法令等の
遵守

個人情報保護、報告等は適切に行われているか

個人情報保護・情報公開の取組、情報
管理、及び情報事故への対応

・株式会社自然教育研究センターにおけるプライ
バシーポリシーに基づき個人情報管理を徹底す
ると共にPCやソフトウエア、メール、パスワード
等、各種管理も徹底し、セキュリティ強化に取り
組んだ。
・拠点内に情報担当を配慮し、内包括的セキュリ
ティ担当を連携し、管理体制を構築した。

環境配慮等への取組、法令遵守、都へ
の適切な報告・連絡の実施

・東京都が定める自然公園法や東京都自然公園
条例等の法令及び条例を遵守した管理を行っ
た。

令和2年度　奥多摩ビジターセンター　一次評価シート　

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

・施設の清掃及び保守点検を計画どおり適切に
行った。
・スタッフが日常的に安全点検を行い、リスクの
早期発見に努め、発見したリスクの速やかな補
修・改修等を実施した。

様式１様式１



2点 1点 0点

○利用者数（人数、対前年度比％） ×1 〇

○利用者要望・苦情等の適正な把握と共有
○アンケート回収枚数向上のための取組
（アンケート回収枚数、対前年度比％）
○利用者要望等への適切な対応（掲示、改
善等）

×1 〇

○施設の特性及び利用者のニーズに応じた
各種イベントの積極的な実施
　・自然教室等イベント企画数、実施回数、
参加人数（前年度数、対前年度比％）
　・電話・窓口対応等の回数（前年度数、対
前年度比％）等

×2 〇

○満足度調査の結果（「とても満足」又は「満
足」の合計が８０％以上）

×1 〇

○オフシーズン利用促進のための積極的な
取組

×2 〇

○その他、積極的な独自のサービス提供
（多様な利用者、外国人利用者等への配慮
を含む）。

×2 〇

○地域内外での広報、PR等の効率的・効果
的な実施（HPの訪問者数、SNSのフォロ
ワー数、出張授業数など）

×2 〇

○地域の人材や団体、近隣施設との連携及
び都の施策への協力

×2 〇

施設の広報に関する取組

・ホームページを全面リニューアルした。フォント
の種類や大きさ、色使いなどに配慮し、可読性と
可視性の向上に取り組んだ。また、写真やアイコ
ンを多用することで分かりやすいサイトを構築し
た。さらに、ページ階層は極力シンプルにするこ
とで利用者が扱いやすいサイトになるよう留意し
た。リニューアルを通じてアクセシビリティが向上
し、利用からも「ホームページが見やすくなった」
と評判であった。
・ホームページ及びSNS（Twitter、Facebook）を
通じて、奥多摩の自然や登山道情報、イベント情
報を発信、HP168回、SNS403回、延べ571回更
新した。
・HPアクセス数は計画40,000アクセスに対して実
績140,500アクセスを記録し、目標を大幅に達成
することができた。
・Twitterのフォロワー数は計画250に対して、実
績2,479を記録し、目標を大幅に達成することが
できた。
・Facebookのフォロワー数は計画100人に対して
実績100人と、こちらも目標を達成した。
・緊急事態宣言中においてはSTAY HOMEを促す
目的で、誘致繋がり得る自然情報の提供は控
え、代わりに奥多摩の豆知識やおうちでペー
パークラフト等を配信した。

地域連携や地域振興、関連施設との連
携への取組

・奥多摩駅前の大木戸稲荷神社で行われた「山
開き」、奥多摩伝統伝統芸能の鹿島踊保存会が
行う「鹿島踊の練習会」に参加するなど、地域住
民との関係性構築と地域文化の情報収集に努め
た。
・予定していた「ふれあい祭り」や「花火大会」「獅
子舞」等の地域催事は、新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から開催が中止となったた
め、参加できなかった。
・東京都公園協会の神代植物園多様性センター
と連携し、同センターのパネル展示を当施設に設
置した。生息域外保全に取り組む同センターの
取組を紹介することで、生物多様性保全に貢献
した。また、本展示は、東京都自然公園施設（高
尾VC、御岳VC、奥多摩VC、山のふるさと村VC）
を巡回させることで、より効果的な取り組みとし
た。

質の高いサービス提供への取組

・自然教室等イベント企画11回(前年度12回企画
対前年度比91.6％）、うち6回実施（前年度11回
実施　対前年度比54.5%）、参加人数85人（前年
度206人、対前年度比41.3%）、満足度100％（対
前年度比100%）
・窓口及び電話の問合せに対し、利用者のレベ
ルに応じたきめ細かな安全登山のための提案を
行う。館内での情報提供4,728件、電話での情報
提供3,590件（H31年度 5,346件 対前年比
88.4％、H31年度 3,900件 対前年比92.0％）。

・令和2年度：98.8％（有効回答99人中89人）
内訳：「とても満足」58.4％（52人）
「満足」40.4％（36人）

・ライトな山歩き層に向けた取り組みとして、1月
には「大人のためのガイドウォーク（哺乳類の痕
跡探し）」、2月には「大人のための　のんびり
バードウォッチング」を企画した。自然体験の機
会が希薄な層に向けた新たな試みながら、両イ
ベント共に申込開始から僅か10日間程度で定員
に達したことからも高いニーズが伺えた。感染症
対策の観点からイベントは中止としたが、その代
わりに参加予定者にはバーチャル自然体験と題
してイベントと同テーマのセルフガイド（印刷物）
を郵送し、来年度の申込を促進した。

・英語地図や解説パネルを用いて、コース案内や
自然解説、観光案内等を行った。外国人入館者
は延べ468人であった。
・当施設HPにて周辺地図の英語版をダウンロー
ドできるサービスを開始し、外国人来訪者に対し
てのサービスを充実させた。
・新たに地域限定旅行業務取扱管理者2名を配
置し、旅行業の登録を行った。

事業
効果

利用の
状況

事業計画どおりの利用状況となっているか。

利用者数（環境の変化など外部要因を
考慮）の動向

・年間入館者数　12,502人（対前年度比50.7%）
・開館月（6月～12月） 12,320人（対前年度比
75％）
　算定結果が水準を下回るが、新型コロナウィル
ス感染症の影響を考慮し、概ね水準どおりの評
価とする。

利用者ニーズの把握への取組

・R2年度アンケート回収枚数99枚（前年度308
枚、対前年度比32.1％）
　算定結果が水準を下回るが、新型コロナウィル
ス感染症の影響を考慮し、概ね水準どおりの評
価とする。
・R2年4月1月～5月28日、R2年12月26日～R3年
3月31日の間、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため臨時休館しておりアンケート実施ができ
なかったが、8月には月間 多の34枚を回収でき
た。

サービス
内容の向上

等

事業内容、職員の対応等について、利用者の反応はどうか。

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由



○地域の産業及び文化並びに地元行事等
を生かした施設運営の計画と実施

×2 〇

JR東日本と連携し、JR東日本立川駅主催「魅力
発見！再発見！おくたま！～東京アドベンチャー
ラインで秋の近たび～」へ協力、山のふるさと村
VC及び奥多摩VCスタッフが立川駅へ主張し、奥
多摩地域の魅力をPRした。ブースでは解説や
ワークショップを開催、延べ900人が来場した。
・10月、御岳VCとの共催イベント「御前山登山」を
開催した。本イベントは秩父多摩甲斐国立公園
70周年を記念した事業で、奥多摩三山の1つであ
る御前山をルートとして選定。両VC合同による企
画実施という初の試みであった。



○経費削減の努力
○業務上の効率化への工夫や改善等

×1 〇

○従業員の人材育成のための取組（専門性
向上、・接遇等利用者サービスや満足度の
向上のための研修、自己啓発支援等）の積
極的な実施（研修年1回以上）

×1 〇

合計点 評価 Ａ

変更あり

団体の特性が十分に
発揮されてない

未実施

不適切な実施状況

都との連携体制 実施

事業の取組状況・進捗度 適切な実施状況

＜評価理由＞

　特命により指定管理者を選定した施設については、以下に示す（１）または（２）のとおり、特命要件の継続状況について検証してください。

（１）　特命により指定管理者を選定した施設について
　特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続状況について確認してください。

特命要件の継続

（２）　東京都政策連携団体を特命により選定した施設について
　選定時の特命要件の継続について、施設の位置づけや役割等を再検証のうえ、以下の項目を参考として各施設に相応しい項目を設定し、検証してください。

特命要件の継続

特命の前提となった施設の位置づけ 変更なし

東京都政策連携団体の特性と果たした役割
団体の特性が十分に

発揮されている

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の
財務状況

　　「決算報告書（第31期）」の財務分析から、事業の遂行能力・適応能力・財務体質の健全性について表示上は特に大きな問題があるとは認められない。但
し、前年度の短期借入金50,000千円が、当期短期借入金26,400円、長期借入金44,800千円と全体で増加かつ長期化している点、未収入金の回収可能性、及
び旅行業の収益性の状況については適時ヒアリングを行い注視する必要がある。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

２．特命要件の継続

要改善事項等

・改善を要する点及び改善が望まれる点（「C」評価の場合は必ず記入）
※ 業務に必要とされる関係法令・協定等に関する違反、指定管理者の責に帰すべき事故、その他当該施設の管理運営に影響を及ぼすと
　 考えられる事項が認められた場合は、その内容や改善策等を必ず記載すること
※ 当該年度中に改善された事項については、併せて改善内容を記載すること。また、今後改善を要する事項及び改善が望まれる事項については、様式４に
より改善に取り組むこと

※管理運営状況の確認結果や各確認項目の評価理由をもとに、総合的かつ具体的に記述してください。

【一次評価結果】
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※確認項目の評価は３段階で行う（「水準を上回る」（達成度：おおむね１１０％以上）、「水準どおり」、「水準を下回る」（達成度：おおむね９０％以上））。
※評価理由欄には、評価項目の総評及び評価の根拠となった事項等を具体的に記述する。
※一次評価は、全確認項目において「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点を「標準点」として、各確認項目の得点の合計点に基づき、次の４段階で評定を行う。
　「Ｓ」：管理運営が優良であり、特筆すべき実績又は成果が認められた施設（「標準点の1.33倍（小数点以下切上）」点以上）
　「Ａ」：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設（「標準点の1.25倍(小数点以下切上)」点以上かつ「標準点の1.33倍(小数点以下切上)－１」
点以下)
　「B」：管理運営が良好であった施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）＋１」点以上かつ「標準点の1.25倍（小数点以下切上）－１」点以下）
　「C」：管理運営の一部において、良好でない点が認められた施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下）
※各確認項目の評価の合計点にかかわらず、指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、
　②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合又は③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合は、評定は「C」とする。

特記事項

・特に評価すべき点や、特筆すべき成果（「S」評価の場合は必ず記入）
指定管理初年度であり、職員の専門性や接遇向上等を目的とした研修を32回実施するなど、利用者サービスや満足度向上に繋げようとする取組が評価でき
る。
・努力が認められる点
新型コロナウィルス感染拡大防止のための利用ルールの策定や利用者への周知、安全対策等の取組を実施した。
・一層の取組が望まれる点
・その他
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイベント休止・休園措置があり、利用者数・イベント実施回数は減となった。

業務効率化の取組

・入館者推移や業務内容を踏まえた人員配置に
関する年間計画を策定した。配置人員は繁忙期
には強化し閑散期には減らすなど効率的な体制
を取った。また、緊急事態宣中には遠方より出勤
するスタッフは極力在宅勤務とし感染症リスクを
減らすための執行体制を整えた。

人材育成

・IS014001　認証取得にも基づいた教育訓練シス
テムを実践した。年1回の内部監査（認証維持審
査）は書類上での報告を行った。
・職員の専門性や接遇向上等を目的とした研修
に注力、延べ32回実施した。専門性向上を目的
とした研修は「チームビルディング」「施設運営」
「インタープリテーション」「展示解説」等のテーマ
で実施した。安全管理の向上を目的とした研修
は「安全管理シミュレーション」「情報セキュリティ
シミュレーション」を行った。なお感染防止対策を
徹底の上、少人数で行い、原則オンラインで開催
した。

S A B C

24点 32点以上
30点以上
31点以下

22点以上
29点以下

21点以下

評価基準
標準点



2点 1点 0点

○自然災害や事故に備えた利用者の安全
性の確保
　・避難訓練等の実施（年1回以上）
　・連絡体制の整備

×1 〇

○自然災害や事故の発生時における的確
で速やかな対応、利用者の安全確保
　・発生時の迅速な対応、施設の点検・報告
の実施
　・積極的な情報収集とSNS、HP、電話対応
等による情報提供

×1 〇

○個人情報保護・情報公開（内部規程の策
定、研修等）の適正な取組
○個人情報の漏えいや個人データの紛失
事故等の発生状況
○事故等が起きた際の対応や都への報告
の適正な実施

×1 〇

○SDGs、気候危機、３R、生物多様性保全
など持続可能性への対応や環境配慮行動
の実施
○自然公園法はじめ各種法令等の理解と遵
守
○都への適切な報告・連絡

×1 〇

〇

×1 〇

・計画に基づき、英会話可能なスタッフを配置し
た。
・利用者の平等利用について、特に不適切な点
は見受けられなかった。

・施設の清掃及び保守点検を計画どおり適切に
行った。
・職員が日頃から施設に異常がないか注意を払
い、故障、修理の未然防止に心がけ、軽微な修
繕については職員自ら対応を行った。
・台風前の効果的な時期に雨どい・外壁・側溝清
掃など作業を実施することで被害を未然に防止し
た。

適切な人員配置、ワークライフバランス
への配慮、公平な利用機会確保への取
組

個人情報保護・情報公開の取組、情報
管理、及び情報事故への対応

・案内業務が主であるため、不必要な個人情報
を収集・記録しないよう努め、メール等の送付に
ついても情報セキュリティの強化を図った。

収支・財産管理の状況

○収支状況（安定的な運営がなされている
か。）
○適切な経理処理
　・経理の明確な区分
　・帳簿、関係書類による経理状況の明確化
○都有財産（物品など）の適切な管理
　・物品整理簿の整備・不適格品、亡失品等
の報告
○帳簿、関係書類の整備、保存（指定期間
終了後5年間）

×1

適切な財
務・

財産管理

適切な財務運営・財産管理が行われているか

〇

・総経費（4,091,000円）、必要経費（4,004,171円）
は対計画額比97.9 %と概ね適切であった。
・経理処理及び都有財産管理において不適切な
事項はなかった。

管理
状況

○配置数、配置箇所、専門性、多言語対応
等を考慮した適切な人員配置
○ワークライフバランスへの取組や多様な
働き方への配慮
○利用者の平等利用への適切な取組（公平
な利用者選定）

環境配慮等への取組、法令遵守、都へ
の適切な報告・連絡の実施

・関東ふれあいの道、御岳渓谷遊歩道等の倒
木、路盤の破損、御岳小橋流失など、ハイカー・
登山者を守るための情報を積極的に口頭や貼紙
により周知した。
・優れた自然風景、歴史的景観を保全するため
の情報を収集して、多摩環境事務所やレン
ジャーをはじめ関係機関と連絡を密にして環境保
全の対策を役立てた。
・ハイキングコース等において、利用者ニーズの
把握に努めるとともに、清掃や安全対策、マナー
向上などを啓発して自然を守る諸施策に役立て
た。（年間：約3,050件）
・河川ごみや外国人によるバーべキューマナー
悪化、ごみ持ち帰り対策促進など、市の環境対
策課に報告した。
・都への報告・連絡を適宜行っており、適切で
あった。

法令等の
遵守

個人情報保護、報告等は適切に行われているか

安全性の
確保

配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

適切な管理
の履行

協定及び事業計画に沿って適切に管理が行われているか

施設維持及び案内等に関する取組

○来園者の快適かつ安全な利用を図る適
正な維持管理及び必要に応じた保守点検
　・施設の清掃（週1回以上）
　・施設・設備の保守点検（月１回以上）
○施設の補修修繕の積極的な取組
○利用者目線に立った案内・表示

×1

施設の安全性は確保されているか

防災・防犯への配慮

・都レンジャーと連絡を密にするとともに情報機
器も活用して、台風接近や白丸ダムの放流、クマ
出没等の情報をリアルタイムに提供した。
・災害発生時緊急対策マニュアルを作成して、緊
急時の利用者の安全確保など職員の意思統一
を図った。
・今年度は、新型コロナウィルス感染症対応のた
め防災訓練は実施しなかった。

緊急時対策

・災害発生時緊急マニュアルにより、緊急時の利
用者の安全確保など職員の意識統一を図った。
・毎月１回御岳交流センター等と合同で研修を実
施し、防災意識を醸成して、緊急対策について再
確認を行った。

令和2年度　御岳インフォメーションセンター　一次評価シート　

大項目 中項目 確認項目 評価水準

様式１様式１



2点 1点 0点

○利用者数（人数、対前年度比％） ×1 〇

○利用者要望・苦情等の適正な把握と共有
○アンケート回収枚数向上のための取組
（アンケート回収枚数、対前年度比％）
○利用者要望等への適切な対応（掲示、改
善等）

×1 〇

○施設の特性及び利用者のニーズに応じた
各種イベントの積極的な実施
　・自然教室等イベント企画数、実施回数、
参加人数（前年度数、対前年度比％）
　・電話・窓口対応等の回数（前年度数、対
前年度比％）等

×2 〇

○満足度調査の結果（「とても満足」又は「満
足」の合計が８０％以上）

×1 〇

○オフシーズン利用促進のための積極的な
取組

×2 ○

○その他、積極的な独自のサービス提供
（多様な利用者、外国人利用者等への配慮
を含む）。

×2 〇

○地域内外での広報、PR等の効率的・効果
的な実施（HPの訪問者数、SNSのフォロ
ワー数、出張授業数など）

×2 〇

○地域の人材や団体、近隣施設との連携及
び都の施策への協力

×2 〇

○地域の産業及び文化並びに地元行事等
を生かした施設運営の計画と実施

×2 〇

○経費削減の努力
○業務上の効率化への工夫や改善等

×1 〇

事業計画どおりの利用状況となっているか。

利用者数（環境の変化など外部要因を
考慮）の動向

・12月に予定されていた御岳山星空観察会は、コ
ロナ禍の中、集客が難しい事が予想されたので、
モニターツアー事業にスタッフとして参加すること
で星空観察会を実施した。
・12月御岳渓谷において、野鳥観察会を実施し
た。野鳥を紹介した後、野鳥観察を行い、観察し
た野鳥について意見交換を実施した。昼食後解
散とした。

令和2年度：97.4%（有効回答114人）
内訳：　「とても満足」66.7％　（76人）
        　「満足」30.7％　（35人）
　　　 　 「やや不満」2.6％　（3人）
　　　  　「不満」　0.0％　（0人）

・特になし

利用の
状況

施設の広報に関する取組

・自主事業等について当協会のホームページに
掲載するとともに、青梅市広報への掲載を依頼し
集客した。
・自主事業等について、東京新聞に広告掲載を
実施するとともに、地元紙「街プレ」、「西多摩新
聞」、「西の風」に依頼し掲載された。
・御岳地域に関する新聞広告等の際は、当施設
管理者（総合旅行業務取扱管理者資格保持）の
連絡先等を明示した。
・JR冊子、青梅線五日市線の旅などに御岳渓谷
紅葉を紹介。
・青梅市観光協会の機関誌（年１回）で施設紹介
を行った。

事業
効果

・R2年度アンケート受付114件（前年度67件、前
年比170.2%）
・顧客満足度アンケート収納箱を設置し、情報収
集を実施するとともに、ハイキングコース等の紹
介のなかで、窓口において利用者ニーズの把握
に努めた。
・青梅市観光協会ＨＰ等に寄せられた苦情等は
なかった。

質の高いサービス提供への取組

地域連携や地域振興、関連施設との連
携への取組

業務効率化の取組

・御岳ビジターセンターやレンジャーと連携してイ
ベント等について館内でPRした。
・来訪者からの関東ふれあいの道やバーべ
キューマナーの情報などを東京都レンジャーなど
関係機関に適切に伝達して、自然景観の保全に
協力した。
・青梅市御岳交流センターと連携した。カヌー艇
庫やボウリング施設、シャワー施設等に関する案
内については、青梅市観光協会が指定管理者で
ある御岳交流センターを紹介した。
・休館日は御岳交流センターの従業員が巡回し
て異常が無いかの把握・確認を実施した。

大項目 中項目 確認項目 評価水準 配点

評価
 水準を上回る 2点／概ね水準どおり 1点／水準を下回る 0点

評価理由

サービス
内容の向上

等

・年間入館者数　21,266人（対前年度比69.2%）
・開館月（6月～12月） 20,878人（対前年度比
103％）
　算定結果が水準を下回るが、新型コロナウィル
ス感染症の影響を考慮し、概ね水準どおりの評
価とする。

利用者ニーズの把握への取組

・ＪＲ御嶽駅から自然公園利用者の利便性の向
上を図るため大型コインロッカー、清涼飲料水自
動販売機を設置した。
・自主事業として、星空観察会、野鳥観察会を開
催した。

事業内容、職員の対応等について、利用者の反応はどうか。

・ＮＰＯ法人青梅林業研究グループと連携した間
伐材を利用した入浴木や柚子加工品、地酒、織
物、チーズ、ブルーベリーなどの販売を実施し
た。
・ミュージアムやフィッシングセンター、カヌー・ラ
フティング事業者等の一覧表を作成して施設内
に明示して、観光事業施設の紹介を行った。
・武蔵御岳神社の伝統行事、高水山の獅子舞な
どの資料展示を行った。
・地酒の蔵開きや紅葉、新緑の情報、地域の暮
らしぶり、季節の歳時記となる情報の展示を行っ
た。
・郷土の風景（御岳登山鉄道の「ちぎり絵」）の作
品展示を行った。

・計画に基づき適切に行った。
・清掃業務は職員自身で実施し、委託業務の削
減を行った。
・冬季は、エアコン以外に補助暖房用としてファン
ヒーターなどを利用して空調の効率化に努めた。



○従業員の人材育成のための取組（専門性
向上、・接遇等利用者サービスや満足度の
向上のための研修、自己啓発支援等）の積
極的な実施（研修年1回以上）

×1 〇人材育成

・月１回、（年11回3月は臨時休館中につき中止）
青梅市観光局事務局、青梅市御岳交流センター
と合同で研修を実施し、地域情報の交換を図り、
接遇の向上とコミュニケーション能力向上を図っ
た。
・青梅市観光協会に寄せられた苦情はなかった。



合計点 評価 B

変更あり

団体の特性が十分に
発揮されてない

未実施

不適切な実施状況

特記事項

※確認項目の評価は３段階で行う（「水準を上回る」（達成度：おおむね１１０％以上）、「水準どおり」、「水準を下回る」（達成度：おおむね９０％以上））。
※評価理由欄には、評価項目の総評及び評価の根拠となった事項等を具体的に記述する。
※一次評価は、全確認項目において「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点を「標準点」として、各確認項目の得点の合計点に基づき、次の４段階で評定を行う。
　「Ｓ」：管理運営が優良であり、特筆すべき実績又は成果が認められた施設（「標準点の1.33倍（小数点以下切上）」点以上）
　「Ａ」：管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた取組が認められた施設（「標準点の1.25倍(小数点以下切上)」点以上かつ「標準点の1.33倍(小数点以下切上)－１」
点以下)
　「B」：管理運営が良好であった施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）＋１」点以上かつ「標準点の1.25倍（小数点以下切上）－１」点以下）
　「C」：管理運営の一部において、良好でない点が認められた施設（「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下）
※各確認項目の評価の合計点にかかわらず、指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、
　②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合又は③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合は、評定は「C」とする。

特命の前提となった施設の位置づけ 変更なし

東京都政策連携団体の特性と果たした役割
団体の特性が十分に

発揮されている

要改善事項等

・改善を要する点及び改善が望まれる点（「C」評価の場合は必ず記入）
※ 業務に必要とされる関係法令・協定等に関する違反、指定管理者の責に帰すべき事故、その他当該施設の管理運営に影響を及ぼすと
　 考えられる事項が認められた場合は、その内容や改善策等を必ず記載すること
※ 当該年度中に改善された事項については、併せて改善内容を記載すること。また、今後改善を要する事項及び改善が望まれる事項については、様式４に
より改善に取り組むこと

※管理運営状況の確認結果や各確認項目の評価理由をもとに、総合的かつ具体的に記述してください。

【一次評価結果】

24

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

２．特命要件の継続

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の
財務状況

　「令和2年度一般社団法人青梅市観光協会定時社員総会議案書」における財務諸表部分の財務分析から、事業の遂行能力・適応能力・財務体質の健全性
について懸念が存在する。収益事業で赤字が続くのであれば、そもそも当該事業は廃止すべきである。赤字の公益事業を収益事業で補填するのが本来の姿
であり、改善が望まれる。
　また、会計処理についても公益社団法人で行われている会計基準を採用すべきである。管理費の効率化と収益事業の廃止等根本的対応が求められる。

都との連携体制 実施

事業の取組状況・進捗度 適切な実施状況

＜評価理由＞

特命要件の継続

（２）　東京都政策連携団体を特命により選定した施設について
　選定時の特命要件の継続について、施設の位置づけや役割等を再検証のうえ、以下の項目を参考として各施設に相応しい項目を設定し、検証してください。

特命要件の継続

（１）　特命により指定管理者を選定した施設について
　特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続状況について確認してください。

　特命により指定管理者を選定した施設については、以下に示す（１）または（２）のとおり、特命要件の継続状況について検証してください。

・特に評価すべき点や、特筆すべき成果（「S」評価の場合は必ず記入）
　アンケート回収率の向上に取り組み、アンケートの回収数が70%増加した。
・努力が認められる点
　新型コロナウィルス感染拡大防止のための利用ルールの策定や利用者への周知、安全対策等の取組を実施した。
・一層の取組が望まれる点
・その他
　新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイベント休止・休園措置があり、利用者数・イベント実施回数は減となった。

S A B C

24点 32点以上
30点以上
31点以下

22点以上
29点以下

21点以下

評価基準
標準点
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