
一次評価 日本橋駐車場

大項目 項目

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

協定による利用時間の遵守
・２４時間３６５日利用可能

×１ ○

災害、雪害、補修工事等の場合で
も、利用可能な状態の維持に特筆
した努力をしている等。

管理の落度等による臨時休業が
なく、２４時間３６５日利用が可能
な状態を維持している。

管理の落度等により臨時休業が
必要となるなど、２４時間３６５日
利用が可能な状態が維持されて
いない。

2

車室の機能維持・公平な利用の確保
・全車室が常時利用可能
・時間貸・定期貸利用の適切な配分 ×１ ○

災害、雪害、補修工事等の場合で
も、利用可能な状態の維持に特筆
した努力をしている等。

車路や車室が適切に管理され、
良好な状態を維持している。
時間貸・定期貸の設定が適切に
行われている。

車路や車室が適切に管理されて
いない場合がある。
定期貸の設定割合が、公共駐車
場としての役割から離れた設定
となっている。

3

設備・機器の保守
（防犯・防災設備は除く）

×１ ○

指定管理者の判断による規程回数
以上の手厚い点検等の実施や保
守方法の工夫による効率的な保守
の実施など特筆すべき場合。

機器の動作確認や保守が予定
通り実施されている。

機器の動作確認や保守が予定
通り実施されていないなど、通常
の保守水準に至っていない場
合。

4

施設の清掃
・車路、車室の清掃（毎日）
・トイレ清掃（毎日）

×１ ○

施設内の清潔を保つ独自の取組を
行ったり、地域と連携して、駐車場
周辺の清掃活動に協力するなど、
特筆すべき場合。

毎日清掃が行われ、車路、車室
が良好な状態に保たれている。
毎日清掃が行われ、トイレが清
潔に保たれている。

車路、車室の清掃が予定通り行
われておらず、良好な状態が保
たれていない。
トイレ清掃が予定通り行われて
いないなど、清潔に保たれてい
ない場合がある。

5

人員配置・職員の人材育成
・２４時間３６５日職員を配置
・職員の適正な勤務交代
・法定資格者の適正な配置
・接客接遇向上のための取組の実施

×１ ○

・中央監視室の設備係に選定要項で示したより
も多い人数の法定資格者を配置した。
【第三種電気主任技術者】常勤職員２名、非常勤
職員１名（選定要項では常勤職員１名で６箇所ま
で兼任可能）。
【第一種電気工事士】常勤職員２名、非常勤職員
２名（選定要項では１名以上）

駐車場内の状況に応じて職員を効
果的に配置、募集要項で示したよ
りも手厚く法定資格者を配置、業務
に関する国家資格の取得を支援
し、実際に取得者がいるなど、特筆
すべき場合。

適正な交替勤務により、２４時間
３６５日の職員の常駐を実現して
いる。
指定管理者募集要項どおりに法
定資格者が配置されている。
接遇向上等の取組を実施してい
る。

適正な交代勤務が行われていな
いなど、２４時間３６５日の職員
の常駐が守られていない。
指定管理者募集要項どおりに法
定資格者が配置されていない。
接遇向上のための取組が行わ
れていない。

6

指定管理業務に対する保険加入
・指定管理者自己負担での保険加入

×１ ○

指定管理者業務に最低限必要な
保険加入に加えて、さらに、指定管
理者業務に手厚い内容の保険に
加入しているなど、特筆すべき場
合。

指定管理者業務において必要な
保険に加入している。

指定管理者業務において必要な
保険に加入していない。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

施設、設備の安全性の維持
・車路・車室・設備の安全性の確保
・出入口・場内交通の安全の適切な確保
・施設・設備の異常に対する迅速な対応

×１ ○

安全性の向上のための車路や車
室等の改良を積極的に行うなど、
特筆すべき場合。

車路・車室・設備等の安全確保
のため、必要な場内掲示や職員
による誘導を実施している。
車路や車室の異常に迅速かつ
適切に対応している。

車路・車室・設備等の安全確保
のために必要な場内掲示や職員
による誘導が不十分である。
車路や車室の異常への対応に
不備がみられる。

2

防災対策
・災害時の対応マニュアル等の策定
・防災対応訓練（年１回）
・作業実施計画どおりの防災設備の保守の実施

×２ ○

・消防署と連携し、自衛消防訓練（通報訓練、消
火訓練、避難誘導訓練等）を実施した。
・震災時等有事の際でも円滑に連絡が取れる、
ＭＣＡ無線を使用した連絡訓練を実施した。

東日本大震災をふまえて訓練内容
を充実したり、関係機関と連携して
防災訓練を実施するなど、特筆す
べき場合。
指定管理者の判断による規程回数
以上の手厚い点検等の実施や保
守方法の工夫による効率的な保守
の実施など特筆すべき場合。

災害を想定したマニュアル等を
策定し、防災訓練を実施してい
る。
防災設備の保守が計画通り行わ
れている。

災害を想定したマニュアル等が
策定されていなかったり、防災訓
練が実施されていない。
防災設備の保守が計画通りに行
われていない。

3

警備、防犯体制
・監視カメラによる警戒（常時）
・職員による巡回
・作業実施計画どおりの防犯設備の保守の実施

×２ ○

・大型連休期間や年末年始に警備員を増員し、
場内の警備を強化することで安全を確保した。
・新京橋駐車場で行った警察署指導による防犯
訓練に参加した。
・「東京防犯優良駐車場」の認定を受けている。

施設内の治安向上のため、独自の
取組を行ったり、地域の防犯活動
にも積極的に参加するなど、特筆
すべき場合。

監視カメラによる常時監視を行
い、巡回を行っている。
防犯機器の保守や訓練が計画
通り行われている。

監視カメラによる常時監視、巡回
が行われていないことがある。
防犯機器の保守や訓練が計画
通り行われていない。

4

施設、設備に関する書類の管理
・工作物の図面、取扱い説明書等の適正な管理

×１ ○

指定管理者制度以前の改修実績
等を含めた管理台帳の作成等の
独自の管理方法を取り入れるな
ど、特筆すべき場合。

機器の故障や事故等に迅速か
つ適正に対応するため、図面や
取扱説明書等が整理保管されて
いる。

図面や取扱説明書等が適切に
整理保管されていない。

5

緊急時対策・事故への対応
・緊急時の連絡網・事故対応マニュアル等の策定
・施設利用者に影響が生ずる事故等が発生しなかったか。
・事故等発生時の迅速な対応
・事故等発生時の都への適切な報告

×２ ○

無線等緊急時の特別な通信方法
の確保や定期的な連絡体制の検
証の実施など、特筆すべき場合。
他で実際に発生した事故事例等を
踏まえた改善策を講じて実際に活
用するなど特筆すべき場合。

都、警察等の関係機関への通報
を含めた連絡網や事故対応マ
ニュアルがあり、迅速かつ適正
な情報伝達をする体制がある。
施設に影響が生ずる事故の発
生がないか、事故等が発生した
場合にも迅速かつ適切な対応を
行っている。

都、警察等の関係機関への通報
を含めた連絡網や事故対応マ
ニュアルが整備されていない。
施設に影響が生ずる事故が発
生。
事故等が発生した場合も、迅速
かつ適切な対応ができていな
い。

管理状況

適切な管理の
履行

協定や事業計画等に沿って、施設に応じた適正な管理が行われているか

＜評価理由＞

安全性の確保

（公財）東京都道路整備保全公社

確認事項

中央監視室の設備係に選定要項よりも手厚く法定資格者を配置した。

施設の安全性は確保されているか

＜評価理由＞
消防署と連携し、自衛消防訓練（通報訓練、消火訓練、避難誘導訓練等）を実施した。
大型連休期間や年末年始に警備員を増員し、場内の警備を強化することで安全を確保した。
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大項目 項目

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

個人情報保護の取組
・個人情報保護に関する内部規程の策定
・研修実施等による職員への周知

×１ ○

個人情報保護の向上のためプライ
バシーマークを取得するなど、特筆
すべき場合。

個人情報保護に関する社内規
程があり、職員へ周知を行い、
個人情報の適切な管理を行って
いる。

個人情報保護に関する社内規
程等が整備されていない。
個人情報の適切な管理が行わ
れていない。

2

関係法令の遵守
・駐車場法等の遵守　等

×１ ○

コンプライアンスについての検討組
織があり、駐車場の適正な運営に
つながっているなど、特筆すべき場
合。

場内運営や必票な手続について
駐車場法等関係法令を遵守して
いる。

場内運営や必票な手続について
駐車場法等関係法令が守られて
いない部分がある。

3

環境確保条例の遵守
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの看板設置、場内工事でのﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車規制　等

×１ ○

都に協力する独自の取組を行うな
ど、特筆すべき場合。

環境確保条例に規定するアイド
リングストップの看板が設置され
ている。

環境確保条例で義務づけられて
いるアイドリングストップの看板
が設置されていない等、条例が
守られていない部分がある。

4

利用情報等各種情報の管理
・内部規程に基づく情報の一元化管理
・データアクセスのID制御、外部メモリの使用禁止

×１ ○

情報が保管されているパソコンの
起動や執務室の施錠に生体認識
を導入するなど、特筆すべき場合。

情報管理に関する社内規程があ
り、施錠管理やデータアクセスの
ID制御等により情報が適正に管
理されている。

情報管理に関する社内規程がな
く、施錠管理やデータアクセスの
ID制御等による適正な管理が行
われていない。

5

都への報告、連絡
・都への定期報告（年１２回）
・迅速な都への状況報告

×１ ○

都への迅速かつ的確な報告を行う
など、特筆すべき場合。

月報等の定期報告が遅滞なく行
われ、必要な報告がなされた。

月報等の定期報告に遅滞があ
る。
速やかな報告を行わなかった。

6

情報事故への対応
・個人情報の漏えいや個人データの紛失事故等が発生しなかったか。
・情報事故対応マニュアルの作成、周知 ×１ ○

他で実際に発生した事故事例等を
踏まえた情報事故対応マニュアル
を作成するなど、特筆すべき場合。

個人情報の漏えいや個人データ
の紛失事故等が発生していな
い。
情報事故対応マニュアルを作
成、周知している。

個人情報の漏えいや個人データ
の紛失事故等が発生した。
情報事故に対応する体制が整
備されていない。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

現金等に関する帳簿類の適正な管理
・帳簿類の即日記帳
・検査の実施 ×１ ○

内部検査の他に定例的に外部の
組織が帳簿類をチェックしているな
ど、特筆すべき場合。

帳簿類が即日記帳され適正に保
管されている。
現金やプリペイドカードの出納管
理について、内部検査が行われ
ている。

帳簿類の記帳に遅れがあり、適
正に保管されていない。
現金やプリペイドカードの出納管
理について、内部検査が適正に
行われていない。

2

都有財産の適正な管理
・駐車場設備の適正な管理
・貸与物品の適正な管理

×１ ○

都有財産の維持補修にあたり、省
エネや維持管理削減につながる製
品や材料を選択するなど、特筆す
べき場合。

駐車場設備を指定管理当初の
水準に保ちながら、管理簿を定
めて適正に維持管理されてい
る。
都からの貸与物品について東京
都物品管理規則等に基づいて適
正に管理されている。

駐車場設備が指定管理当初の
水準に保たれていない。
管理簿による適正な維持管理が
なされていない。
都からの貸与物品について東京
都物品管理規則等に基づいて適
切に管理されていない。

3

現金等の適正な管理
・精算機からの確実な現金の回収
・現金、プリペイドカードの適正な管理 ×１ ○

精算機からの現金回収作業に独自
のチェック体制を導入するなど、特
筆すべき場合。

精算機から回収した利用料金や
プリペイドカードの売上が亡失な
く、金庫等に適正に保管されて
いる。

精算機から回収した利用料金や
プリペイドカードの売上に亡失が
ある。
金庫等に適正に保管されていな
い。

4

中規模修繕の適切な実施
・計画の着実な実施
・計画変更の際の的確な調整 ×２ ○

中規模修繕の目的を踏まえ、より
効果的な修繕を行うなど、特筆す
べき場合。

中規模修繕実施計画に基づき、
着実に実施されている。
計画に変更があった場合、所定
の手続を進めている。

中規模修繕が、着実に実施され
ていない。
計画に変更があった場合に、所
定の手続を行っていない。

選定要項、協定等で定めている管理水準が保持されていた。

選定要項、協定等で定めている管理水準が保持されていた。

適切な財務運営・財産管理が行われているか

適切な財務・
財産の状況

確認事項

＜評価理由＞

管理状況

法令等の遵守

個人情報保護、法令遵守、報告等は適切に行われているか

＜評価理由＞
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大項目 項目

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

事業計画の適切な実施
・事業計画の着実な実施
・計画変更の際の的確な調整 ×１ ○

予定の改善のほかにより効果的な
改善を実施するなど、特筆すべき
場合。

事業計画に基づき、事業が着実
に実施されている。
計画変更時に必要な手続がなさ
れている。

事業が事業計画に基づいて着実
に実施されていない。
計画変更時に必要な手続がなさ
れていない。

2

指定管理者による改善・利用促進への取組
・広報、ＰＲ
・利用状況の把握・分析 ×１ ○

駐車場のPRに積極的に外部媒体
を利用したり、利用の増減の理由
をふまえた利用促進の対策を行う
など、特筆すべき場合。

営業努力や指定管理者のHPで
の案内等による利用促進、PRを
実施。
利用の増減の理由の把握・分
析。

利用促進の努力が不足してい
る。
利用の増減の理由を把握してい
ない。

3

わかりやすいアクセスの工夫
・わかりやすい案内標識の設置
・ＨＰ上での案内

×１ ○

駐車場周辺部の案内標識を関係
機関と調整して見直すなど、特筆
すべき場合。

駐車場へのアクセスがわかりや
すい標識が設置されている。
HP上で案内を行っている。

駐車場へのアクセスについての
案内が不足していて、わかりにく
い。
HP上で案内を実施していない。

4

場内の使いやすさの工夫
・わかりやすい場内案内の工夫
・明るさと快適さの確保
・精算方法等の工夫

×１ ○

職員が誘導員として空き車室への
誘導を図る。
利用者に安心感を与える照度の確
保や快適に利用できる場内設備な
ど、特筆すべき場合。

案内サイン、色分けや付番など
のわかりやすい表示がある。
車室・車路の明るさなどが法令
上の基準を満たしている。
出庫の際に円滑に精算できる。

場内案内がわかりにくい。
車室・車路の明るさなどが法令
上の基準を満たしていない。
出庫の際に円滑な精算ができな
い。

5

利用料金の工夫
・適切な料金設定

×２ ○

・最大料金、駐車時間30分未満無料化など、利
用者のニーズを反映した利用料金を設定し、積
極的なＰＲを展開した。

利用者のニーズを反映した独自の
料金体系・料金プランを設定してい
るなど、特筆すべき場合。

東京都駐車場条例で設定されて
いる範囲内での時間貸・定期貸
料金の設定となっている。

東京都駐車場条例で設定されて
いる範囲を一部逸脱して時間
貸・定期貸料金の設定が行われ
ている。

6

地元との連携
・地域の理解を得て駐車場を運営するため必要な連携

×１ ○

・地元の「京橋はじめ会」と警察署が行う防犯パト
ロールに参加し、地域と連携して治安の向上や
違法路上駐車の削減に取り組んだ。
・警察署等主催の全国地域安全運動キャンペー
ンに参加し、歩行者にチラシやノベルティを配布
した。

地元町内会等の連絡調整会設置
や、地元と協力したパトロールな
ど、特筆すべき場合。

地元町内会への参加等、地域連
携を行っている。

特に地元との連携を行っていな
い。

7

環境施策への協力等
・都の交通需要マネジメントへの協力
・地球温暖化対策への協力

×１ ○

・30分未満無料化と併せて荷さばき車両の受入
を実施し、路上駐車対策に貢献している。
・充電設備（普通及び急速充電器）を設置し、電
気自動車等の普及に寄与している。
・低公害車割引を積極的にＰＲし、低公害車の普
及に寄与している。
・カーシェアリング用車室を確保し、カーシェアリ
ングの普及に寄与している。

都の交通需要マネジメントや自動
車の温暖化対策への積極的取組
など、特筆すべき場合。

都の交通需要マネジメントや自
動車の温暖化対策など環境施
策への協力を行っている。

都の環境施策への貢献がほとん
どみられない。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点 評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

総利用台数
・前年度並みの利用台数 ×２ ○

2年度：137,393台
元年度：177,944台
対前年度比：77.2％

対前年度比１１０％以上の利用が
あるなど、特筆すべき場合。

対前年度比９０～１１０％未満の
利用台数。

対前年度比９０％未満の利用台
数。

2

時間貸利用台数
・前年度と比較した時間貸の利用台数 ×２ ○

2年度：114,949台
元年度：112,334台
対前年度比：102.3％

対前年度比１１０％以上の利用が
あるなど、特筆すべき場合。

対前年度比９０～１１０％未満の
利用台数。

対前年度比９０％未満の利用台
数。

3

修正回転率
＝回転率（１日１車室当たりの利用回数）×１日１台当たりの平均駐車時間
・前年度と比較した修正回転率

×１ ○
2年度：7.78
元年度：6.67
対前年度比：1.17倍

対前年度比１．１倍以上など、特筆
すべき場合。

対前年度比０．９～１．１倍未満
の数値。

対前年度比０．９倍未満の数値。

4

販売件数
・前年度と比較した時間貸・定期貸販売件数

×２ ○

【時間貸】
2年度：110,648件　元年度：108,343件
対前年度比：102.1％
【定期貸】
2年度：774件　元年度：667件
対前年度比：116.0％

時間貸・定期貸販売件数がそれぞ
れ対前年度比１１０％以上など、特
筆すべき場合。

時間貸・定期貸販売件数が対前
年度比９０～１１０％未満の場
合。

時間貸・定期貸販売件数が一つ
でも対前年度比９０％未満の場
合。

5

定期契約新規・継続件数
・前年度と比較した定期契約新規・継続件数

×１ ○

【定期新規】　年度合計
2年度：0件　元年度：20件
対前年度比：0.0％
【定期継続】　年度末
2年度：59件　元年度：69件
対前年度比   85.5％

定期契約の新規・継続件数がそれ
ぞれ対前年度比１１０％以上など、
特筆すべき場合。

定期契約の新規・継続件数が対
前年度比９０～１１０％未満の場
合。

定期契約の新規・継続件数が一
つでも対前年度比９０％未満の
場合。

6

収入基準額との対比
・収入基準額を概ね満たす収入 ×２ ○

収入基準額：127,300千円
収入額　　　：168,656千円
収入基準額の132.5％の収入

収入基準額の１１０％以上の収入
があるなど、特筆すべき場合。

収入基準額の９０～１１０％未満
の収入。

収入基準額の９０％未満の収
入。

確認事項

事業の取組

事業計画どおりのサービスが提供されているか

＜評価理由＞

事業効果

事業計画どおりの利用状況となっているか

利用の状況

＜評価理由＞

最大料金、駐車時間30分未満無料化など、利用者のニーズを反映した利用料金を設定し、積極的なＰＲを展開した。
防犯パトロールへの参加等により、地元との連携を積極的に行った。
荷さばき車両の受入れ、充電設備の設置、カーシェアリング用車室の確保等により、路上駐車対策や環境施策に貢献した。

修正回転率、収入基準額との対比が水準を上回ったが、総利用台数、定期契約新規・継続件数が水準を下回った。
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大項目 項目

利用者の満足が得られているか。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点 評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

利用者アンケート結果（安心・安全・清潔さ）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が96.0％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

2

利用者アンケート結果（職員等の対応）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×２ ○
十分満足、まあ満足の回答が98.9％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

3

利用者アンケート結果（場内の使いやすさ）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が92.6％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

4

利用者アンケート結果（駐車場へのアクセス等）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が88.3％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

5

利用者アンケート結果（利用料金）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が96.0％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

6

利用者意見、要望に対する適切な対応
・常時対応が可能
・苦情処理マニュアルの作成 ×１ ○

意見や改善要望に対して、掲示板
等で積極的に回答するなど、特筆
すべき場合。

利用者からの意見や改善要望を
受付け、対応する体制がある。
苦情処理マニュアルが作成され
ている。

利用者からの意見や改善要望を
受付け、対応する体制がない。
苦情処理マニュアルが作成され
ていない。

水 準 を
上 回 る

水 準
ど お り

水 準 を
下 回 る

2 点 1 点 0 点

×１ 8 項目 21 項目 1 項目

×２ 5 項目 4 項目 1 項目

合計 36 点 29 点 0 点

特記事項

財務状況

特命要件
の継続

確認事項

Ａ 63点～66点

利用者の反応

合計点　　65点

44点以下

防災・防犯対策、手厚い職員配置など、高水準の駐車場管理を行った。
最大料金、駐車時間30分未満無料化など、利用者ニーズを反映した利用料金を設定し、積極的なＰＲを行った。
防犯パトロールへの参加等による地元との連携、充電設備の設置等による環境施策への協力を積極的に行った。
修正回転率、収入基準額との対比が水準を上回ったが、総利用台数、定期契約新規・継続件数が水準を下回った。
利用者アンケートでの満足度は全項目で水準を上回った。
これらを総合的に判断し、一次評価を「Ａ」とした。

「標準点の0.88倍以上（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

一次評価　　「Ａ」

評語

Ｓ 「標準点（全確認項目が「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点）の1.33倍（小数点以下切上）」点以上 67点以上

事業効果

Ｃ

＜評価理由＞
利用者アンケートの全項目で水準を上回った。

Ｂ

「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下

計　40項目
標準点　50点

指定期間の過半にわたって大規模改修が予定されていたため、特命により選定した。
平成30年9月から工事を実施しており、特命要件を満たしている。

45点～62点

「標準点の1.25倍以上（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

特に問題はない。
自己資本比率　56.0％　（前年度　54.1％）

アンケート実施　2/1１/1～11/20
定期制　　５５枚　（配布　６４枚）　回収率　８５．９％
時間制　１２０枚　（配布１２０枚）　回収率１００．０％
　　計　　１７５枚　（配布１８４枚）　回収率　９５．１％

　　日本橋　4



一次評価 宝町駐車場

大項目 項目

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

協定による利用時間の遵守
・２４時間３６５日利用可能

×１ ○

災害、雪害、補修工事等の場合で
も、利用可能な状態の維持に特筆
した努力をしている等。

管理の落度等による臨時休業が
なく、２４時間３６５日利用が可能
な状態を維持している。

管理の落度等により臨時休業が
必要となるなど、２４時間３６５日
利用が可能な状態が維持されて
いない。

2

車室の機能維持・公平な利用の確保
・全車室が常時利用可能
・時間貸・定期貸利用の適切な配分 ×１ ○

災害、雪害、補修工事等の場合で
も、利用可能な状態の維持に特筆
した努力をしている等。

車路や車室が適切に管理され、
良好な状態を維持している。
時間貸・定期貸の設定が適切に
行われている。

車路や車室が適切に管理されて
いない場合がある。
定期貸の設定割合が、公共駐車
場としての役割から離れた設定
となっている。

3

設備・機器の保守
（防犯・防災設備は除く）

×１ ○

指定管理者の判断による規程回数
以上の手厚い点検等の実施や保
守方法の工夫による効率的な保守
の実施など特筆すべき場合。

機器の動作確認や保守が予定
通り実施されている。

機器の動作確認や保守が予定
通り実施されていないなど、通常
の保守水準に至っていない場
合。

4

施設の清掃
・車路、車室の清掃（毎日）
・トイレ清掃（毎日）

×１ ○

施設内の清潔を保つ独自の取組を
行ったり、地域と連携して、駐車場
周辺の清掃活動に協力するなど、
特筆すべき場合。

毎日清掃が行われ、車路、車室
が良好な状態に保たれている。
毎日清掃が行われ、トイレが清
潔に保たれている。

車路、車室の清掃が予定通り行
われておらず、良好な状態が保
たれていない。
トイレ清掃が予定通り行われて
いないなど、清潔に保たれてい
ない場合がある。

5

人員配置・職員の人材育成
・２４時間３６５日職員を配置
・職員の適正な勤務交代
・法定資格者の適正な配置
・接客接遇向上のための取組の実施

×１ ○

・中央監視室の設備係に選定要項で示したより
も多い人数の法定資格者を配置した。
【第三種電気主任技術者】常勤職員２名、非常勤
職員１名（選定要項では常勤職員１名で６箇所ま
で兼任可能）。
【第一種電気工事士】常勤職員２名、非常勤職員
２名（選定要項では１名以上）

駐車場内の状況に応じて職員を効
果的に配置、募集要項で示したよ
りも手厚く法定資格者を配置、業務
に関する国家資格の取得を支援
し、実際に取得者がいるなど、特筆
すべき場合。

適正な交替勤務により、２４時間
３６５日の職員の常駐を実現して
いる。
指定管理者募集要項どおりに法
定資格者が配置されている。
接遇向上等の取組を実施してい
る。

適正な交代勤務が行われていな
いなど、２４時間３６５日の職員
の常駐が守られていない。
指定管理者募集要項どおりに法
定資格者が配置されていない。
接遇向上のための取組が行わ
れていない。

6

指定管理業務に対する保険加入
・指定管理者自己負担での保険加入

×１ ○

指定管理者業務に最低限必要な
保険加入に加えて、さらに、指定管
理者業務に手厚い内容の保険に
加入しているなど、特筆すべき場
合。

指定管理者業務において必要な
保険に加入している。

指定管理者業務において必要な
保険に加入していない。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

施設、設備の安全性の維持
・車路・車室・設備の安全性の確保
・出入口・場内交通の安全の適切な確保
・施設・設備の異常に対する迅速な対応

×１ ○

安全性の向上のための車路や車
室等の改良を積極的に行うなど、
特筆すべき場合。

車路・車室・設備等の安全確保
のため、必要な場内掲示や職員
による誘導を実施している。
車路や車室の異常に迅速かつ
適切に対応している。

車路・車室・設備等の安全確保
のために必要な場内掲示や職員
による誘導が不十分である。
車路や車室の異常への対応に
不備がみられる。

2

防災対策
・災害時の対応マニュアル等の策定
・防災対応訓練（年１回）
・作業実施計画どおりの防災設備の保守の実施

×２ ○

・消防署と連携し、自衛消防訓練（通報訓練、消
火訓練、避難誘導訓練等）を実施した。
・震災時等有事の際でも円滑に連絡が取れる、
ＭＣＡ無線を使用した連絡訓練を実施した。

東日本大震災をふまえて訓練内容
を充実したり、関係機関と連携して
防災訓練を実施するなど、特筆す
べき場合。
指定管理者の判断による規程回数
以上の手厚い点検等の実施や保
守方法の工夫による効率的な保守
の実施など特筆すべき場合。

災害を想定したマニュアル等を
策定し、防災訓練を実施してい
る。
防災設備の保守が計画通り行わ
れている。

災害を想定したマニュアル等が
策定されていなかったり、防災訓
練が実施されていない。
防災設備の保守が計画通りに行
われていない。

3

警備、防犯体制
・監視カメラによる警戒（常時）
・職員による巡回
・作業実施計画どおりの防犯設備の保守の実施

×２ ○

・大型連休期間や年末年始に警備員を増員し、
場内の警備を強化することで安全を確保した。
・新京橋駐車場で行った警察署指導による防犯
訓練に参加した。
・「東京防犯優良駐車場」の認定を受けている。

施設内の治安向上のため、独自の
取組を行ったり、地域の防犯活動
にも積極的に参加するなど、特筆
すべき場合。

監視カメラによる常時監視を行
い、巡回を行っている。
防犯機器の保守や訓練が計画
通り行われている。

監視カメラによる常時監視、巡回
が行われていないことがある。
防犯機器の保守や訓練が計画
通り行われていない。

4

施設、設備に関する書類の管理
・工作物の図面、取扱い説明書等の適正な管理

×１ ○

指定管理者制度以前の改修実績
等を含めた管理台帳の作成等の
独自の管理方法を取り入れるな
ど、特筆すべき場合。

機器の故障や事故等に迅速か
つ適正に対応するため、図面や
取扱説明書等が整理保管されて
いる。

図面や取扱説明書等が適切に
整理保管されていない。

5

緊急時対策・事故への対応
・緊急時の連絡網・事故対応マニュアル等の策定
・施設利用者に影響が生ずる事故等が発生しなかったか。
・事故等発生時の迅速な対応
・事故等発生時の都への適切な報告

×２ ○

無線等緊急時の特別な通信方法
の確保や定期的な連絡体制の検
証の実施など、特筆すべき場合。
他で実際に発生した事故事例等を
踏まえた改善策を講じて実際に活
用するなど特筆すべき場合。

都、警察等の関係機関への通報
を含めた連絡網や事故対応マ
ニュアルがあり、迅速かつ適正
な情報伝達をする体制がある。
施設に影響が生ずる事故の発
生がないか、事故等が発生した
場合にも迅速かつ適切な対応を
行っている。

都、警察等の関係機関への通報
を含めた連絡網や事故対応マ
ニュアルが整備されていない。
施設に影響が生ずる事故が発
生。
事故等が発生した場合も、迅速
かつ適切な対応ができていな
い。

（公財）東京都道路整備保全公社

確認事項

管理状況

適切な管理の
履行

協定や事業計画等に沿って、施設に応じた適正な管理が行われているか

＜評価理由＞
中央監視室の設備係に選定要項よりも手厚く法定資格者を配置した。

安全性の確保

施設の安全性は確保されているか

＜評価理由＞
消防署と連携し、自衛消防訓練（通報訓練、消火訓練、避難誘導訓練等）を実施した。
大型連休期間や年末年始に警備員を増員し、場内の警備を強化することで安全を確保した。
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大項目 項目

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

個人情報保護の取組
・個人情報保護に関する内部規程の策定
・研修実施等による職員への周知

×１ ○

個人情報保護の向上のためプライ
バシーマークを取得するなど、特筆
すべき場合。

個人情報保護に関する社内規
程があり、職員へ周知を行い、
個人情報の適切な管理を行って
いる。

個人情報保護に関する社内規
程等が整備されていない。
個人情報の適切な管理が行わ
れていない。

2

関係法令の遵守
・駐車場法等の遵守　等

×１ ○

コンプライアンスについての検討組
織があり、駐車場の適正な運営に
つながっているなど、特筆すべき場
合。

場内運営や必票な手続について
駐車場法等関係法令を遵守して
いる。

場内運営や必票な手続について
駐車場法等関係法令が守られて
いない部分がある。

3

環境確保条例の遵守
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの看板設置、場内工事でのﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車規制　等

×１ ○

都に協力する独自の取組を行うな
ど、特筆すべき場合。

環境確保条例に規定するアイド
リングストップの看板が設置され
ている。

環境確保条例で義務づけられて
いるアイドリングストップの看板
が設置されていない等、条例が
守られていない部分がある。

4

利用情報等各種情報の管理
・内部規程に基づく情報の一元化管理
・データアクセスのID制御、外部メモリの使用禁止

×１ ○

情報が保管されているパソコンの
起動や執務室の施錠に生体認識
を導入するなど、特筆すべき場合。

情報管理に関する社内規程があ
り、施錠管理やデータアクセスの
ID制御等により情報が適正に管
理されている。

情報管理に関する社内規程がな
く、施錠管理やデータアクセスの
ID制御等による適正な管理が行
われていない。

5

都への報告、連絡
・都への定期報告（年１２回）
・迅速な都への状況報告

×１ ○

都への迅速かつ的確な報告を行う
など、特筆すべき場合。

月報等の定期報告が遅滞なく行
われ、必要な報告がなされた。

月報等の定期報告に遅滞があ
る。
速やかな報告を行わなかった。

6

情報事故への対応
・個人情報の漏えいや個人データの紛失事故等が発生しなかったか。
・情報事故対応マニュアルの作成、周知 ×１ ○

他で実際に発生した事故事例等を
踏まえた情報事故対応マニュアル
を作成するなど、特筆すべき場合。

個人情報の漏えいや個人データ
の紛失事故等が発生していな
い。
情報事故対応マニュアルを作
成、周知している。

個人情報の漏えいや個人データ
の紛失事故等が発生した。
情報事故に対応する体制が整
備されていない。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

現金等に関する帳簿類の適正な管理
・帳簿類の即日記帳
・検査の実施 ×１ ○

内部検査の他に定例的に外部の
組織が帳簿類をチェックしているな
ど、特筆すべき場合。

帳簿類が即日記帳され適正に保
管されている。
現金やプリペイドカードの出納管
理について、内部検査が行われ
ている。

帳簿類の記帳に遅れがあり、適
正に保管されていない。
現金やプリペイドカードの出納管
理について、内部検査が適正に
行われていない。

2

都有財産の適正な管理
・駐車場設備の適正な管理
・貸与物品の適正な管理

×１ ○

都有財産の維持補修にあたり、省
エネや維持管理削減につながる製
品や材料を選択するなど、特筆す
べき場合。

駐車場設備を指定管理当初の
水準に保ちながら、管理簿を定
めて適正に維持管理されてい
る。
都からの貸与物品について東京
都物品管理規則等に基づいて適
正に管理されている。

駐車場設備が指定管理当初の
水準に保たれていない。
管理簿による適正な維持管理が
なされていない。
都からの貸与物品について東京
都物品管理規則等に基づいて適
切に管理されていない。

3

現金等の適正な管理
・精算機からの確実な現金の回収
・現金、プリペイドカードの適正な管理 ×１ ○

精算機からの現金回収作業に独自
のチェック体制を導入するなど、特
筆すべき場合。

精算機から回収した利用料金や
プリペイドカードの売上が亡失な
く、金庫等に適正に保管されて
いる。

精算機から回収した利用料金や
プリペイドカードの売上に亡失が
ある。
金庫等に適正に保管されていな
い。

4

中規模修繕の適切な実施
・計画の着実な実施
・計画変更の際の的確な調整 ×２ ○

中規模修繕の目的を踏まえ、より
効果的な修繕を行うなど、特筆す
べき場合。

中規模修繕実施計画に基づき、
着実に実施されている。
計画に変更があった場合、所定
の手続を進めている。

中規模修繕が、着実に実施され
ていない。
計画に変更があった場合に、所
定の手続を行っていない。

確認事項

管理状況

法令等の遵守

個人情報保護、法令遵守、報告等は適切に行われているか

＜評価理由＞
選定要項、協定等で定めている管理水準が保持されていた。

適切な財務・
財産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

＜評価理由＞
選定要項、協定等で定めている管理水準が保持されていた。
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大項目 項目

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

事業計画の適切な実施
・事業計画の着実な実施
・計画変更の際の的確な調整 ×１ ○

予定の改善のほかにより効果的な
改善を実施するなど、特筆すべき
場合。

事業計画に基づき、事業が着実
に実施されている。
計画変更時に必要な手続がなさ
れている。

事業が事業計画に基づいて着実
に実施されていない。
計画変更時に必要な手続がなさ
れていない。

2

指定管理者による改善・利用促進への取組
・広報、ＰＲ
・利用状況の把握・分析 ×１ ○

駐車場のPRに積極的に外部媒体
を利用したり、利用の増減の理由
をふまえた利用促進の対策を行う
など、特筆すべき場合。

営業努力や指定管理者のHPで
の案内等による利用促進、PRを
実施。
利用の増減の理由の把握・分
析。

利用促進の努力が不足してい
る。
利用の増減の理由を把握してい
ない。

3

わかりやすいアクセスの工夫
・わかりやすい案内標識の設置
・ＨＰ上での案内

×１ ○

駐車場周辺部の案内標識を関係
機関と調整して見直すなど、特筆
すべき場合。

駐車場へのアクセスがわかりや
すい標識が設置されている。
HP上で案内を行っている。

駐車場へのアクセスについての
案内が不足していて、わかりにく
い。
HP上で案内を実施していない。

4

場内の使いやすさの工夫
・わかりやすい場内案内の工夫
・明るさと快適さの確保
・精算方法等の工夫

×１ ○

職員が誘導員として空き車室への
誘導を図る。
利用者に安心感を与える照度の確
保や快適に利用できる場内設備な
ど、特筆すべき場合。

案内サイン、色分けや付番など
のわかりやすい表示がある。
車室・車路の明るさなどが法令
上の基準を満たしている。
出庫の際に円滑に精算できる。

場内案内がわかりにくい。
車室・車路の明るさなどが法令
上の基準を満たしていない。
出庫の際に円滑な精算ができな
い。

5

利用料金の工夫
・適切な料金設定

×２ ○

・最大料金、駐車時間30分未満無料化など、利
用者のニーズを反映した利用料金を設定し、積
極的なＰＲを展開した。

利用者のニーズを反映した独自の
料金体系・料金プランを設定してい
るなど、特筆すべき場合。

東京都駐車場条例で設定されて
いる範囲内での時間貸・定期貸
料金の設定となっている。

東京都駐車場条例で設定されて
いる範囲を一部逸脱して時間
貸・定期貸料金の設定が行われ
ている。

6

地元との連携
・地域の理解を得て駐車場を運営するため必要な連携

×１ ○

・地元の「京橋はじめ会」と警察署が行う防犯パト
ロールに参加し、地域と連携して治安の向上や
違法路上駐車の削減に取り組んだ。
・警察署等主催の全国地域安全運動キャンペー
ンに参加し、歩行者にチラシやノベルティを配布
した。

地元町内会等の連絡調整会設置
や、地元と協力したパトロールな
ど、特筆すべき場合。

地元町内会への参加等、地域連
携を行っている。

特に地元との連携を行っていな
い。

7

環境施策への協力等
・都の交通需要マネジメントへの協力
・地球温暖化対策への協力

×１ ○

・30分未満無料化と併せて荷さばき車両の受入
を実施し、路上駐車対策に貢献している。
・充電設備（普通充電器）を設置し、電気自動車
等の普及に寄与している。
・低公害車割引を積極的にＰＲし、低公害車の普
及に寄与している。
・カーシェアリング用車室を確保し、カーシェアリ
ングの普及に寄与している。

都の交通需要マネジメントや自動
車の温暖化対策への積極的取組
など、特筆すべき場合。

都の交通需要マネジメントや自
動車の温暖化対策など環境施
策への協力を行っている。

都の環境施策への貢献がほとん
どみられない。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点 評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

総利用台数
・前年度並みの利用台数 ×２ ○

2年度：80,868台
元年度：100,916台
対前年度比：80.1％

対前年度比１１０％以上の利用が
あるなど、特筆すべき場合。

対前年度比９０～１１０％未満の
利用台数。

対前年度比９０％未満の利用台
数。

2

時間貸利用台数
・前年度と比較した時間貸の利用台数 ×２ ○

2年度：54,107台
元年度：50,164台
対前年度比：107.9％

対前年度比１１０％以上の利用が
あるなど、特筆すべき場合。

対前年度比９０～１１０％未満の
利用台数。

対前年度比９０％未満の利用台
数。

3

修正回転率
＝回転率（１日１車室当たりの利用回数）×１日１台当たりの平均駐車時間
・前年度と比較した修正回転率

×１ ○
2年度：7.12
元年度：8.72
対前年度比：0.82倍

対前年度比１．１倍以上など、特筆
すべき場合。

対前年度比０．９～１．１倍未満
の数値。

対前年度比０．９倍未満の数値。

4

販売件数
・前年度と比較した時間貸・定期貸販売件数

×２ ○

【時間貸】
2年度：47,956件　元年度：47,042件
対前年度比：101.9％
【定期貸】
2年度：1,131件　元年度：1,494件
対前年度比：75.7％

時間貸・定期貸販売件数がそれぞ
れ対前年度比１１０％以上など、特
筆すべき場合。

時間貸・定期貸販売件数が対前
年度比９０～１１０％未満の場
合。

時間貸・定期貸販売件数が一つ
でも対前年度比９０％未満の場
合。

5

定期契約新規・継続件数
・前年度と比較した定期契約新規・継続件数

×１ ○

【定期新規】　年度合計
2年度：0件　元年度：24件
対前年度比：0.0％
【定期継続】　年度末
2年度：87件　元年度：100件
対前年度比   87.0％

定期契約の新規・継続件数がそれ
ぞれ対前年度比１１０％以上など、
特筆すべき場合。

定期契約の新規・継続件数が対
前年度比９０～１１０％未満の場
合。

定期契約の新規・継続件数が一
つでも対前年度比９０％未満の
場合。

6

収入基準額との対比
・収入基準額を概ね満たす収入 ×２ ○

収入基準額：118,901千円
収入額　　　：141,191千円
収入基準額の118.7％の収入

収入基準額の１１０％以上の収入
があるなど、特筆すべき場合。

収入基準額の９０～１１０％未満
の収入。

収入基準額の９０％未満の収
入。

確認事項

事業効果

事業の取組

事業計画どおりのサービスが提供されているか

＜評価理由＞
最大料金、駐車時間30分未満無料化など、利用者のニーズを反映した利用料金を設定し、積極的なＰＲを展開した。
防犯パトロールへの参加等により、地元との連携を積極的に行った。
荷さばき車両の受入れ、充電設備の設置、カーシェアリング用車室の確保等により、路上駐車対策や環境施策に貢献した。

利用の状況

事業計画どおりの利用状況となっているか

＜評価理由＞
収入基準額との対比が水準を上回ったが、総利用台数、修正回転率、販売件数、定期契約新規・継続件数が水準を下回った。
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大項目 項目

利用者の満足が得られているか。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点 評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

利用者アンケート結果（安心・安全・清潔さ）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が96.5％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

2

利用者アンケート結果（職員等の対応）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×２ ○
十分満足、まあ満足の回答が97.7％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

3

利用者アンケート結果（場内の使いやすさ）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が97.7％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

4

利用者アンケート結果（駐車場へのアクセス等）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が95.5％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

5

利用者アンケート結果（利用料金）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が93.9％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

6

利用者意見、要望に対する適切な対応
・常時対応が可能
・苦情処理マニュアルの作成 ×１ ○

意見や改善要望に対して、掲示板
等で積極的に回答するなど、特筆
すべき場合。

利用者からの意見や改善要望を
受付け、対応する体制がある。
苦情処理マニュアルが作成され
ている。

利用者からの意見や改善要望を
受付け、対応する体制がない。
苦情処理マニュアルが作成され
ていない。

水 準 を
上 回 る

水 準
ど お り

水 準 を
下 回 る

2 点 1 点 0 点

×１ 7 項目 21 項目 2 項目

×２ 5 項目 3 項目 2 項目

合計 34 点 27 点 0 点

特記事項

財務状況

特命要件
の継続

確認事項

事業効果 利用者の反応

＜評価理由＞ アンケート実施　2/1１/1～11/20
定期制　　９３枚　（配布　９４枚）　回収率　９８．９％
時間制　１２０枚　（配布１２０枚）　回収率１００．０％
　　計　　２１３枚　（配布２１４枚）　回収率　９９．５％

利用者アンケートの全項目で水準を上回った。

合計点　　61点
計　40項目
標準点　50点

一次評価　　「Ｂ」

評語

Ｓ 「標準点（全確認項目が「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点）の1.33倍（小数点以下切上）」点以上 67点以上

Ａ 「標準点の1.25倍以上（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 63点～66点

防災・防犯対策、手厚い職員配置など、高水準の駐車場管理を行った。
最大料金、駐車時間30分未満無料化など、利用者ニーズを反映した利用料金を設定し、積極的なＰＲを行った。
防犯パトロールへの参加等による地元との連携、充電設備の設置等による環境施策への協力を積極的に行った。
収入基準額との対比が水準を上回ったが、総利用台数、修正回転率、販売件数、定期契約新規・継続件数が水準を下回った。
利用者アンケートでの満足度は全項目で水準を上回った。
これらを総合的に判断し、一次評価を「Ｂ」とした。

特に問題はない。
自己資本比率　56.0％　（前年度　54.1％）

指定期間の過半にわたって大規模改修が予定されていたため、特命により選定した。
平成30年9月から工事を実施しており、特命要件を満たしている。

Ｂ 「標準点の0.88倍以上（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 45点～62点

Ｃ 「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下 44点以下
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一次評価 新京橋駐車場

大項目 項目

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

協定による利用時間の遵守
・２４時間３６５日利用可能

×１ ○

災害、雪害、補修工事等の場合で
も、利用可能な状態の維持に特筆
した努力をしている等。

管理の落度等による臨時休業が
なく、２４時間３６５日利用が可能
な状態を維持している。

管理の落度等により臨時休業が
必要となるなど、２４時間３６５日
利用が可能な状態が維持されて
いない。

2

車室の機能維持・公平な利用の確保
・全車室が常時利用可能
・時間貸・定期貸利用の適切な配分 ×１ ○

災害、雪害、補修工事等の場合で
も、利用可能な状態の維持に特筆
した努力をしている等。

車路や車室が適切に管理され、
良好な状態を維持している。
時間貸・定期貸の設定が適切に
行われている。

車路や車室が適切に管理されて
いない場合がある。
定期貸の設定割合が、公共駐車
場としての役割から離れた設定
となっている。

3

設備・機器の保守
（防犯・防災設備は除く）

×１ ○

指定管理者の判断による規程回数
以上の手厚い点検等の実施や保
守方法の工夫による効率的な保守
の実施など特筆すべき場合。

機器の動作確認や保守が予定
通り実施されている。

機器の動作確認や保守が予定
通り実施されていないなど、通常
の保守水準に至っていない場
合。

4

施設の清掃
・車路、車室の清掃（毎日）
・トイレ清掃（毎日）

×１ ○

施設内の清潔を保つ独自の取組を
行ったり、地域と連携して、駐車場
周辺の清掃活動に協力するなど、
特筆すべき場合。

毎日清掃が行われ、車路、車室
が良好な状態に保たれている。
毎日清掃が行われ、トイレが清
潔に保たれている。

車路、車室の清掃が予定通り行
われておらず、良好な状態が保
たれていない。
トイレ清掃が予定通り行われて
いないなど、清潔に保たれてい
ない場合がある。

5

人員配置・職員の人材育成
・２４時間３６５日職員を配置
・職員の適正な勤務交代
・法定資格者の適正な配置
・接客接遇向上のための取組の実施

×１ ○

・中央監視室の設備係に選定要項で示したより
も多い人数の法定資格者を配置した。
【第三種電気主任技術者】常勤職員２名、非常勤
職員１名（選定要項では常勤職員１名で６箇所ま
で兼任可能）。
【第一種電気工事士】常勤職員２名、非常勤職員
２名（選定要項では１名以上）

駐車場内の状況に応じて職員を効
果的に配置、募集要項で示したよ
りも手厚く法定資格者を配置、業務
に関する国家資格の取得を支援
し、実際に取得者がいるなど、特筆
すべき場合。

適正な交替勤務により、２４時間
３６５日の職員の常駐を実現して
いる。
指定管理者募集要項どおりに法
定資格者が配置されている。
接遇向上等の取組を実施してい
る。

適正な交代勤務が行われていな
いなど、２４時間３６５日の職員
の常駐が守られていない。
指定管理者募集要項どおりに法
定資格者が配置されていない。
接遇向上のための取組が行わ
れていない。

6

指定管理業務に対する保険加入
・指定管理者自己負担での保険加入

×１ ○

指定管理者業務に最低限必要な
保険加入に加えて、さらに、指定管
理者業務に手厚い内容の保険に
加入しているなど、特筆すべき場
合。

指定管理者業務において必要な
保険に加入している。

指定管理者業務において必要な
保険に加入していない。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

施設、設備の安全性の維持
・車路・車室・設備の安全性の確保
・出入口・場内交通の安全の適切な確保
・施設・設備の異常に対する迅速な対応

×１ ○

安全性の向上のための車路や車
室等の改良を積極的に行うなど、
特筆すべき場合。

車路・車室・設備等の安全確保
のため、必要な場内掲示や職員
による誘導を実施している。
車路や車室の異常に迅速かつ
適切に対応している。

車路・車室・設備等の安全確保
のために必要な場内掲示や職員
による誘導が不十分である。
車路や車室の異常への対応に
不備がみられる。

2

防災対策
・災害時の対応マニュアル等の策定
・防災対応訓練（年１回）
・作業実施計画どおりの防災設備の保守の実施

×２ ○

・消防署と連携し、自衛消防訓練（通報訓練、消
火訓練、避難誘導訓練等）を実施した。
・震災時等有事の際でも円滑に連絡が取れる、
ＭＣＡ無線を使用した連絡訓練を実施した。

東日本大震災をふまえて訓練内容
を充実したり、関係機関と連携して
防災訓練を実施するなど、特筆す
べき場合。
指定管理者の判断による規程回数
以上の手厚い点検等の実施や保
守方法の工夫による効率的な保守
の実施など特筆すべき場合。

災害を想定したマニュアル等を
策定し、防災訓練を実施してい
る。
防災設備の保守が計画通り行わ
れている。

災害を想定したマニュアル等が
策定されていなかったり、防災訓
練が実施されていない。
防災設備の保守が計画通りに行
われていない。

3

警備、防犯体制
・監視カメラによる警戒（常時）
・職員による巡回
・作業実施計画どおりの防犯設備の保守の実施

×２ ○

・大型連休期間や年末年始に警備員を増員し、
場内の警備を強化することで安全を確保した。
・警察署指導による防犯訓練を実施した。
・「東京防犯優良駐車場」の認定を受けている。

施設内の治安向上のため、独自の
取組を行ったり、地域の防犯活動
にも積極的に参加するなど、特筆
すべき場合。

監視カメラによる常時監視を行
い、巡回を行っている。
防犯機器の保守や訓練が計画
通り行われている。

監視カメラによる常時監視、巡回
が行われていないことがある。
防犯機器の保守や訓練が計画
通り行われていない。

4

施設、設備に関する書類の管理
・工作物の図面、取扱い説明書等の適正な管理

×１ ○

指定管理者制度以前の改修実績
等を含めた管理台帳の作成等の
独自の管理方法を取り入れるな
ど、特筆すべき場合。

機器の故障や事故等に迅速か
つ適正に対応するため、図面や
取扱説明書等が整理保管されて
いる。

図面や取扱説明書等が適切に
整理保管されていない。

5

緊急時対策・事故への対応
・緊急時の連絡網・事故対応マニュアル等の策定
・施設利用者に影響が生ずる事故等が発生しなかったか。
・事故等発生時の迅速な対応
・事故等発生時の都への適切な報告

×２ ○

無線等緊急時の特別な通信方法
の確保や定期的な連絡体制の検
証の実施など、特筆すべき場合。
他で実際に発生した事故事例等を
踏まえた改善策を講じて実際に活
用するなど特筆すべき場合。

都、警察等の関係機関への通報
を含めた連絡網や事故対応マ
ニュアルがあり、迅速かつ適正
な情報伝達をする体制がある。
施設に影響が生ずる事故の発
生がないか、事故等が発生した
場合にも迅速かつ適切な対応を
行っている。

都、警察等の関係機関への通報
を含めた連絡網や事故対応マ
ニュアルが整備されていない。
施設に影響が生ずる事故が発
生。
事故等が発生した場合も、迅速
かつ適切な対応ができていな
い。

（公財）東京都道路整備保全公社

確認事項

管理状況

適切な管理の
履行

協定や事業計画等に沿って、施設に応じた適正な管理が行われているか

＜評価理由＞
中央監視室の設備係に選定要項よりも手厚く法定資格者を配置した。

安全性の確保

施設の安全性は確保されているか

＜評価理由＞
消防署と連携し、自衛消防訓練（通報訓練、消火訓練、避難誘導訓練等）を実施した。
大型連休期間や年末年始に警備員を増員し、場内の警備を強化することで安全を確保した。
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大項目 項目

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

個人情報保護の取組
・個人情報保護に関する内部規程の策定
・研修実施等による職員への周知

×１ ○

個人情報保護の向上のためプライ
バシーマークを取得するなど、特筆
すべき場合。

個人情報保護に関する社内規
程があり、職員へ周知を行い、
個人情報の適切な管理を行って
いる。

個人情報保護に関する社内規
程等が整備されていない。
個人情報の適切な管理が行わ
れていない。

2

関係法令の遵守
・駐車場法等の遵守　等

×１ ○

コンプライアンスについての検討組
織があり、駐車場の適正な運営に
つながっているなど、特筆すべき場
合。

場内運営や必票な手続について
駐車場法等関係法令を遵守して
いる。

場内運営や必票な手続について
駐車場法等関係法令が守られて
いない部分がある。

3

環境確保条例の遵守
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの看板設置、場内工事でのﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車規制　等

×１ ○

都に協力する独自の取組を行うな
ど、特筆すべき場合。

環境確保条例に規定するアイド
リングストップの看板が設置され
ている。

環境確保条例で義務づけられて
いるアイドリングストップの看板
が設置されていない等、条例が
守られていない部分がある。

4

利用情報等各種情報の管理
・内部規程に基づく情報の一元化管理
・データアクセスのID制御、外部メモリの使用禁止

×１ ○

情報が保管されているパソコンの
起動や執務室の施錠に生体認識
を導入するなど、特筆すべき場合。

情報管理に関する社内規程があ
り、施錠管理やデータアクセスの
ID制御等により情報が適正に管
理されている。

情報管理に関する社内規程がな
く、施錠管理やデータアクセスの
ID制御等による適正な管理が行
われていない。

5

都への報告、連絡
・都への定期報告（年１２回）
・迅速な都への状況報告

×１ ○

都への迅速かつ的確な報告を行う
など、特筆すべき場合。

月報等の定期報告が遅滞なく行
われ、必要な報告がなされた。

月報等の定期報告に遅滞があ
る。
速やかな報告を行わなかった。

6

情報事故への対応
・個人情報の漏えいや個人データの紛失事故等が発生しなかったか。
・情報事故対応マニュアルの作成、周知 ×１ ○

他で実際に発生した事故事例等を
踏まえた情報事故対応マニュアル
を作成するなど、特筆すべき場合。

個人情報の漏えいや個人データ
の紛失事故等が発生していな
い。
情報事故対応マニュアルを作
成、周知している。

個人情報の漏えいや個人データ
の紛失事故等が発生した。
情報事故に対応する体制が整
備されていない。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

現金等に関する帳簿類の適正な管理
・帳簿類の即日記帳
・検査の実施 ×１ ○

内部検査の他に定例的に外部の
組織が帳簿類をチェックしているな
ど、特筆すべき場合。

帳簿類が即日記帳され適正に保
管されている。
現金やプリペイドカードの出納管
理について、内部検査が行われ
ている。

帳簿類の記帳に遅れがあり、適
正に保管されていない。
現金やプリペイドカードの出納管
理について、内部検査が適正に
行われていない。

2

都有財産の適正な管理
・駐車場設備の適正な管理
・貸与物品の適正な管理

×１ ○

都有財産の維持補修にあたり、省
エネや維持管理削減につながる製
品や材料を選択するなど、特筆す
べき場合。

駐車場設備を指定管理当初の
水準に保ちながら、管理簿を定
めて適正に維持管理されてい
る。
都からの貸与物品について東京
都物品管理規則等に基づいて適
正に管理されている。

駐車場設備が指定管理当初の
水準に保たれていない。
管理簿による適正な維持管理が
なされていない。
都からの貸与物品について東京
都物品管理規則等に基づいて適
切に管理されていない。

3

現金等の適正な管理
・精算機からの確実な現金の回収
・現金、プリペイドカードの適正な管理 ×１ ○

精算機からの現金回収作業に独自
のチェック体制を導入するなど、特
筆すべき場合。

精算機から回収した利用料金や
プリペイドカードの売上が亡失な
く、金庫等に適正に保管されて
いる。

精算機から回収した利用料金や
プリペイドカードの売上に亡失が
ある。
金庫等に適正に保管されていな
い。

4

中規模修繕の適切な実施
・計画の着実な実施
・計画変更の際の的確な調整 ×２ ○

中規模修繕の目的を踏まえ、より
効果的な修繕を行うなど、特筆す
べき場合。

中規模修繕実施計画に基づき、
着実に実施されている。
計画に変更があった場合、所定
の手続を進めている。

中規模修繕が、着実に実施され
ていない。
計画に変更があった場合に、所
定の手続を行っていない。

確認事項

管理状況

法令等の遵守

個人情報保護、法令遵守、報告等は適切に行われているか

＜評価理由＞
選定要項、協定等で定めている管理水準が保持されていた。

適切な財務・
財産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

＜評価理由＞
選定要項、協定等で定めている管理水準が保持されていた。
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大項目 項目

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

事業計画の適切な実施
・事業計画の着実な実施
・計画変更の際の的確な調整 ×１ ○

予定の改善のほかにより効果的な
改善を実施するなど、特筆すべき
場合。

事業計画に基づき、事業が着実
に実施されている。
計画変更時に必要な手続がなさ
れている。

事業が事業計画に基づいて着実
に実施されていない。
計画変更時に必要な手続がなさ
れていない。

2

指定管理者による改善・利用促進への取組
・広報、ＰＲ
・利用状況の把握・分析 ×１ ○

駐車場のPRに積極的に外部媒体
を利用したり、利用の増減の理由
をふまえた利用促進の対策を行う
など、特筆すべき場合。

営業努力や指定管理者のHPで
の案内等による利用促進、PRを
実施。
利用の増減の理由の把握・分
析。

利用促進の努力が不足してい
る。
利用の増減の理由を把握してい
ない。

3

わかりやすいアクセスの工夫
・わかりやすい案内標識の設置
・ＨＰ上での案内

×１ ○

駐車場周辺部の案内標識を関係
機関と調整して見直すなど、特筆
すべき場合。

駐車場へのアクセスがわかりや
すい標識が設置されている。
HP上で案内を行っている。

駐車場へのアクセスについての
案内が不足していて、わかりにく
い。
HP上で案内を実施していない。

4

場内の使いやすさの工夫
・わかりやすい場内案内の工夫
・明るさと快適さの確保
・精算方法等の工夫

×１ ○

職員が誘導員として空き車室への
誘導を図る。
利用者に安心感を与える照度の確
保や快適に利用できる場内設備な
ど、特筆すべき場合。

案内サイン、色分けや付番など
のわかりやすい表示がある。
車室・車路の明るさなどが法令
上の基準を満たしている。
出庫の際に円滑に精算できる。

場内案内がわかりにくい。
車室・車路の明るさなどが法令
上の基準を満たしていない。
出庫の際に円滑な精算ができな
い。

5

利用料金の工夫
・適切な料金設定

×２ ○

・最大料金、駐車時間30分未満無料化など、利
用者のニーズを反映した利用料金を設定し、積
極的なＰＲを展開した。

利用者のニーズを反映した独自の
料金体系・料金プランを設定してい
るなど、特筆すべき場合。

東京都駐車場条例で設定されて
いる範囲内での時間貸・定期貸
料金の設定となっている。

東京都駐車場条例で設定されて
いる範囲を一部逸脱して時間
貸・定期貸料金の設定が行われ
ている。

6

地元との連携
・地域の理解を得て駐車場を運営するため必要な連携

×１ ○

・地元の「京橋はじめ会」と警察署が行う防犯パト
ロールに参加し、地域と連携して治安の向上や
違法路上駐車の削減に取り組んだ。
・警察署等主催の全国地域安全運動キャンペー
ンに参加し、歩行者にチラシやノベルティを配布
した。

地元町内会等の連絡調整会設置
や、地元と協力したパトロールな
ど、特筆すべき場合。

地元町内会への参加等、地域連
携を行っている。

特に地元との連携を行っていな
い。

7

環境施策への協力等
・都の交通需要マネジメントへの協力
・地球温暖化対策への協力

×１ ○

・30分未満無料化と併せて荷さばき車両の受入
を実施し、路上駐車対策に貢献している。
・充電設備（普通及び急速充電器）を設置し、電
気自動車等の普及に寄与している。
・低公害車割引を積極的にＰＲし、低公害車の普
及に寄与している。
・カーシェアリング用車室を確保し、カーシェアリ
ングの普及に寄与している。

都の交通需要マネジメントや自動
車の温暖化対策への積極的取組
など、特筆すべき場合。

都の交通需要マネジメントや自
動車の温暖化対策など環境施
策への協力を行っている。

都の環境施策への貢献がほとん
どみられない。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点 評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

総利用台数
・前年度並みの利用台数 ×２ ○

2年度：88,235台
29年度：105,076台
対29年度比：84.0％

対前年度比１１０％以上の利用が
あるなど、特筆すべき場合。

対前年度比９０～１１０％未満の
利用台数。

対前年度比９０％未満の利用台
数。

2

時間貸利用台数
・前年度と比較した時間貸の利用台数 ×２ ○

2年度：61,493台
29年度：70,951台
対29年度比：86.7％

対前年度比１１０％以上の利用が
あるなど、特筆すべき場合。

対前年度比９０～１１０％未満の
利用台数。

対前年度比９０％未満の利用台
数。

3

修正回転率
＝回転率（１日１車室当たりの利用回数）×１日１台当たりの平均駐車時間
・前年度と比較した修正回転率

×１ ○
2年度：6.66
27年度：6.36
対29年度比：1.05倍

対前年度比１．１倍以上など、特筆
すべき場合。

対前年度比０．９～１．１倍未満
の数値。

対前年度比０．９倍未満の数値。

4

販売件数
・前年度と比較した時間貸・定期貸販売件数

×２ ○

【時間貸】
2年度：56,766件　29年度：67,386件
対29年度比：84.2％
【定期貸】
2年度：1,391件　29年度：1,381件
対29年度比：100.7％

時間貸・定期貸販売件数がそれぞ
れ対前年度比１１０％以上など、特
筆すべき場合。

時間貸・定期貸販売件数が対前
年度比９０～１１０％未満の場
合。

時間貸・定期貸販売件数が一つ
でも対前年度比９０％未満の場
合。

5

定期契約新規・継続件数
・前年度と比較した定期契約新規・継続件数

×１ ○

【定期新規】　年度合計
2年度：16件　29年度：8件
対29年度比：200.0％
【定期継続】　年度末
2年度：110件　元年度：114件
対前年度比   96.5％

定期契約の新規・継続件数がそれ
ぞれ対前年度比１１０％以上など、
特筆すべき場合。

定期契約の新規・継続件数が対
前年度比９０～１１０％未満の場
合。

定期契約の新規・継続件数が一
つでも対前年度比９０％未満の
場合。

6

収入基準額との対比
・収入基準額を概ね満たす収入 ×２ ○

収入基準額：148,672千円
収入額　　　：153,498千円
収入基準額の103.2％の収入

収入基準額の１１０％以上の収入
があるなど、特筆すべき場合。

収入基準額の９０～１１０％未満
の収入。

収入基準額の９０％未満の収
入。

確認事項

事業効果

事業の取組

事業計画どおりのサービスが提供されているか

＜評価理由＞
最大料金、駐車時間30分未満無料化など、利用者のニーズを反映した利用料金を設定し、積極的なＰＲを展開した。
防犯パトロールへの参加等により、地元との連携を積極的に行った。
荷さばき車両の受入れ、充電設備の設置、カーシェアリング用車室の確保等により、路上駐車対策や環境施策に貢献した。

利用の状況

事業計画どおりの利用状況となっているか

＜評価理由＞
総利用台数、時間貸利用台数、販売件数が水準を下回った。
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大項目 項目

利用者の満足が得られているか。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点 評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

利用者アンケート結果（安心・安全・清潔さ）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が93.7％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

2

利用者アンケート結果（職員等の対応）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×２ ○
十分満足、まあ満足の回答が99.5％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

3

利用者アンケート結果（場内の使いやすさ）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が93.0％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

4

利用者アンケート結果（駐車場へのアクセス等）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が84.9％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

5

利用者アンケート結果（利用料金）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が97.2％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

6

利用者意見、要望に対する適切な対応
・常時対応が可能
・苦情処理マニュアルの作成 ×１ ○

意見や改善要望に対して、掲示板
等で積極的に回答するなど、特筆
すべき場合。

利用者からの意見や改善要望を
受付け、対応する体制がある。
苦情処理マニュアルが作成され
ている。

利用者からの意見や改善要望を
受付け、対応する体制がない。
苦情処理マニュアルが作成され
ていない。

水 準 を
上 回 る

水 準
ど お り

水 準 を
下 回 る

2 点 1 点 0 点

×１ 7 項目 23 項目 0 項目

×２ 4 項目 3 項目 3 項目

合計 30 点 29 点 0 点

特記事項

財務状況

特命要件
の継続

確認事項

事業効果 利用者の反応

＜評価理由＞ アンケート実施　2/1１/1～11/20
定期制　　９５枚　（配布１０８枚）　回収率　８８．０％
時間制　１２０枚　（配布１２０枚）　回収率１００．０％
　　計　　２１５枚　（配布２２８枚）　回収率　９４．３％

利用者アンケートの全項目で水準を上回った。

合計点　　59点
計　40項目
標準点　50点

一次評価　　「Ｂ」

評語

Ｓ 「標準点（全確認項目が「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点）の1.33倍（小数点以下切上）」点以上 67点以上

Ａ 「標準点の1.25倍以上（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 63点～66点

防災・防犯対策、手厚い職員配置など、高水準の駐車場管理を行った。
最大料金、駐車時間30分未満無料化など、利用者ニーズを反映した利用料金を設定し、積極的なＰＲを行った。
防犯パトロールへの参加等による地元との連携、充電設備の設置等による環境施策への協力を積極的に行った。
総利用台数、時間貸利用台数、販売件数が水準を下回った。
利用者アンケートでの満足度は全項目で水準を上回った。
これらを総合的に判断し、一次評価を「Ｂ」とした。

特に問題はない。
自己資本比率　56.0％　（前年度　54.1％）

指定期間の過半にわたって大規模改修が予定されていたため、特命により選定した。
平成30年9月から工事を実施しており、特命要件を満たしている。

Ｂ 「標準点の0.88倍以上（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 45点～62点

Ｃ 「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下 44点以下
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一次評価 東銀座駐車場

大項目 項目

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

協定による利用時間の遵守
・２４時間３６５日利用可能

×１ ○

災害、雪害、補修工事等の場合で
も、利用可能な状態の維持に特筆
した努力をしている等。

管理の落度等による臨時休業が
なく、２４時間３６５日利用が可能
な状態を維持している。

管理の落度等により臨時休業が
必要となるなど、２４時間３６５日
利用が可能な状態が維持されて
いない。

2

車室の機能維持・公平な利用の確保
・全車室が常時利用可能
・時間貸・定期貸利用の適切な配分 ×１ ○

災害、雪害、補修工事等の場合で
も、利用可能な状態の維持に特筆
した努力をしている等。

車路や車室が適切に管理され、
良好な状態を維持している。
時間貸・定期貸の設定が適切に
行われている。

車路や車室が適切に管理されて
いない場合がある。
定期貸の設定割合が、公共駐車
場としての役割から離れた設定
となっている。

3

設備・機器の保守
（防犯・防災設備は除く）

×１ ○

指定管理者の判断による規程回数
以上の手厚い点検等の実施や保
守方法の工夫による効率的な保守
の実施など特筆すべき場合。

機器の動作確認や保守が予定
通り実施されている。

機器の動作確認や保守が予定
通り実施されていないなど、通常
の保守水準に至っていない場
合。

4

施設の清掃
・車路、車室の清掃（毎日）
・トイレ清掃（毎日）

×１ ○

施設内の清潔を保つ独自の取組を
行ったり、地域と連携して、駐車場
周辺の清掃活動に協力するなど、
特筆すべき場合。

毎日清掃が行われ、車路、車室
が良好な状態に保たれている。
毎日清掃が行われ、トイレが清
潔に保たれている。

車路、車室の清掃が予定通り行
われておらず、良好な状態が保
たれていない。
トイレ清掃が予定通り行われて
いないなど、清潔に保たれてい
ない場合がある。

5

人員配置・職員の人材育成
・２４時間３６５日職員を配置
・職員の適正な勤務交代
・法定資格者の適正な配置
・接客接遇向上のための取組の実施

×１ ○

・中央監視室の設備係に選定要項で示したより
も多い人数の法定資格者を配置した。
【第三種電気主任技術者】常勤職員２名、非常勤
職員１名（選定要項では常勤職員１名で６箇所ま
で兼任可能）。
【第一種電気工事士】常勤職員２名、非常勤職員
２名（選定要項では１名以上）

駐車場内の状況に応じて職員を効
果的に配置、募集要項で示したよ
りも手厚く法定資格者を配置、業務
に関する国家資格の取得を支援
し、実際に取得者がいるなど、特筆
すべき場合。

適正な交替勤務により、２４時間
３６５日の職員の常駐を実現して
いる。
指定管理者募集要項どおりに法
定資格者が配置されている。
接遇向上等の取組を実施してい
る。

適正な交代勤務が行われていな
いなど、２４時間３６５日の職員
の常駐が守られていない。
指定管理者募集要項どおりに法
定資格者が配置されていない。
接遇向上のための取組が行わ
れていない。

6

指定管理業務に対する保険加入
・指定管理者自己負担での保険加入

×１ ○

指定管理者業務に最低限必要な
保険加入に加えて、さらに、指定管
理者業務に手厚い内容の保険に
加入しているなど、特筆すべき場
合。

指定管理者業務において必要な
保険に加入している。

指定管理者業務において必要な
保険に加入していない。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

施設、設備の安全性の維持
・車路・車室・設備の安全性の確保
・出入口・場内交通の安全の適切な確保
・施設・設備の異常に対する迅速な対応

×１ ○

安全性の向上のための車路や車
室等の改良を積極的に行うなど、
特筆すべき場合。

車路・車室・設備等の安全確保
のため、必要な場内掲示や職員
による誘導を実施している。
車路や車室の異常に迅速かつ
適切に対応している。

車路・車室・設備等の安全確保
のために必要な場内掲示や職員
による誘導が不十分である。
車路や車室の異常への対応に
不備がみられる。

2

防災対策
・災害時の対応マニュアル等の策定
・防災対応訓練（年１回）
・作業実施計画どおりの防災設備の保守の実施

×２ ○

・消防署と連携し、自衛消防訓練（通報訓練、消
火訓練、避難誘導訓練等）を実施した。
・震災時等有事の際でも円滑に連絡が取れる、
ＭＣＡ無線を使用した連絡訓練を実施した。

東日本大震災をふまえて訓練内容
を充実したり、関係機関と連携して
防災訓練を実施するなど、特筆す
べき場合。
指定管理者の判断による規程回数
以上の手厚い点検等の実施や保
守方法の工夫による効率的な保守
の実施など特筆すべき場合。

災害を想定したマニュアル等を
策定し、防災訓練を実施してい
る。
防災設備の保守が計画通り行わ
れている。

災害を想定したマニュアル等が
策定されていなかったり、防災訓
練が実施されていない。
防災設備の保守が計画通りに行
われていない。

3

警備、防犯体制
・監視カメラによる警戒（常時）
・職員による巡回
・作業実施計画どおりの防犯設備の保守の実施

×２ ○

・大型連休期間や年末年始に警備員を増員し、
場内の警備を強化することで安全を確保した。
・新京橋駐車場で行った警察署指導による防犯
訓練に参加した。
・「東京防犯優良駐車場」の認定を受けている。

施設内の治安向上のため、独自の
取組を行ったり、地域の防犯活動
にも積極的に参加するなど、特筆
すべき場合。

監視カメラによる常時監視を行
い、巡回を行っている。
防犯機器の保守や訓練が計画
通り行われている。

監視カメラによる常時監視、巡回
が行われていないことがある。
防犯機器の保守や訓練が計画
通り行われていない。

4

施設、設備に関する書類の管理
・工作物の図面、取扱い説明書等の適正な管理

×１ ○

指定管理者制度以前の改修実績
等を含めた管理台帳の作成等の
独自の管理方法を取り入れるな
ど、特筆すべき場合。

機器の故障や事故等に迅速か
つ適正に対応するため、図面や
取扱説明書等が整理保管されて
いる。

図面や取扱説明書等が適切に
整理保管されていない。

5

緊急時対策・事故への対応
・緊急時の連絡網・事故対応マニュアル等の策定
・施設利用者に影響が生ずる事故等が発生しなかったか。
・事故等発生時の迅速な対応
・事故等発生時の都への適切な報告

×２ ○

無線等緊急時の特別な通信方法
の確保や定期的な連絡体制の検
証の実施など、特筆すべき場合。
他で実際に発生した事故事例等を
踏まえた改善策を講じて実際に活
用するなど特筆すべき場合。

都、警察等の関係機関への通報
を含めた連絡網や事故対応マ
ニュアルがあり、迅速かつ適正
な情報伝達をする体制がある。
施設に影響が生ずる事故の発
生がないか、事故等が発生した
場合にも迅速かつ適切な対応を
行っている。

都、警察等の関係機関への通報
を含めた連絡網や事故対応マ
ニュアルが整備されていない。
施設に影響が生ずる事故が発
生。
事故等が発生した場合も、迅速
かつ適切な対応ができていな
い。

（公財）東京都道路整備保全公社

確認事項

管理状況

適切な管理の
履行

協定や事業計画等に沿って、施設に応じた適正な管理が行われているか

＜評価理由＞
中央監視室の設備係に選定要項よりも手厚く法定資格者を配置した。

安全性の確保

施設の安全性は確保されているか

＜評価理由＞
消防署と連携し、自衛消防訓練（通報訓練、消火訓練、避難誘導訓練等）を実施した。
大型連休期間や年末年始に警備員を増員し、場内の警備を強化することで安全を確保した。
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大項目 項目

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

個人情報保護の取組
・個人情報保護に関する内部規程の策定
・研修実施等による職員への周知

×１ ○

個人情報保護の向上のためプライ
バシーマークを取得するなど、特筆
すべき場合。

個人情報保護に関する社内規
程があり、職員へ周知を行い、
個人情報の適切な管理を行って
いる。

個人情報保護に関する社内規
程等が整備されていない。
個人情報の適切な管理が行わ
れていない。

2

関係法令の遵守
・駐車場法等の遵守　等

×１ ○

コンプライアンスについての検討組
織があり、駐車場の適正な運営に
つながっているなど、特筆すべき場
合。

場内運営や必票な手続について
駐車場法等関係法令を遵守して
いる。

場内運営や必票な手続について
駐車場法等関係法令が守られて
いない部分がある。

3

環境確保条例の遵守
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの看板設置、場内工事でのﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車規制　等

×１ ○

都に協力する独自の取組を行うな
ど、特筆すべき場合。

環境確保条例に規定するアイド
リングストップの看板が設置され
ている。

環境確保条例で義務づけられて
いるアイドリングストップの看板
が設置されていない等、条例が
守られていない部分がある。

4

利用情報等各種情報の管理
・内部規程に基づく情報の一元化管理
・データアクセスのID制御、外部メモリの使用禁止

×１ ○

情報が保管されているパソコンの
起動や執務室の施錠に生体認識
を導入するなど、特筆すべき場合。

情報管理に関する社内規程があ
り、施錠管理やデータアクセスの
ID制御等により情報が適正に管
理されている。

情報管理に関する社内規程がな
く、施錠管理やデータアクセスの
ID制御等による適正な管理が行
われていない。

5

都への報告、連絡
・都への定期報告（年１２回）
・迅速な都への状況報告

×１ ○

都への迅速かつ的確な報告を行う
など、特筆すべき場合。

月報等の定期報告が遅滞なく行
われ、必要な報告がなされた。

月報等の定期報告に遅滞があ
る。
速やかな報告を行わなかった。

6

情報事故への対応
・個人情報の漏えいや個人データの紛失事故等が発生しなかったか。
・情報事故対応マニュアルの作成、周知 ×１ ○

他で実際に発生した事故事例等を
踏まえた情報事故対応マニュアル
を作成するなど、特筆すべき場合。

個人情報の漏えいや個人データ
の紛失事故等が発生していな
い。
情報事故対応マニュアルを作
成、周知している。

個人情報の漏えいや個人データ
の紛失事故等が発生した。
情報事故に対応する体制が整
備されていない。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

現金等に関する帳簿類の適正な管理
・帳簿類の即日記帳
・検査の実施 ×１ ○

内部検査の他に定例的に外部の
組織が帳簿類をチェックしているな
ど、特筆すべき場合。

帳簿類が即日記帳され適正に保
管されている。
現金やプリペイドカードの出納管
理について、内部検査が行われ
ている。

帳簿類の記帳に遅れがあり、適
正に保管されていない。
現金やプリペイドカードの出納管
理について、内部検査が適正に
行われていない。

2

都有財産の適正な管理
・駐車場設備の適正な管理
・貸与物品の適正な管理

×１ ○

都有財産の維持補修にあたり、省
エネや維持管理削減につながる製
品や材料を選択するなど、特筆す
べき場合。

駐車場設備を指定管理当初の
水準に保ちながら、管理簿を定
めて適正に維持管理されてい
る。
都からの貸与物品について東京
都物品管理規則等に基づいて適
正に管理されている。

駐車場設備が指定管理当初の
水準に保たれていない。
管理簿による適正な維持管理が
なされていない。
都からの貸与物品について東京
都物品管理規則等に基づいて適
切に管理されていない。

3

現金等の適正な管理
・精算機からの確実な現金の回収
・現金、プリペイドカードの適正な管理 ×１ ○

精算機からの現金回収作業に独自
のチェック体制を導入するなど、特
筆すべき場合。

精算機から回収した利用料金や
プリペイドカードの売上が亡失な
く、金庫等に適正に保管されて
いる。

精算機から回収した利用料金や
プリペイドカードの売上に亡失が
ある。
金庫等に適正に保管されていな
い。

4

中規模修繕の適切な実施
・計画の着実な実施
・計画変更の際の的確な調整 ×２ ○

中規模修繕の目的を踏まえ、より
効果的な修繕を行うなど、特筆す
べき場合。

中規模修繕実施計画に基づき、
着実に実施されている。
計画に変更があった場合、所定
の手続を進めている。

中規模修繕が、着実に実施され
ていない。
計画に変更があった場合に、所
定の手続を行っていない。

確認事項

管理状況

法令等の遵守

個人情報保護、法令遵守、報告等は適切に行われているか

＜評価理由＞
選定要項、協定等で定めている管理水準が保持されていた。

適切な財務・
財産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

＜評価理由＞
選定要項、協定等で定めている管理水準が保持されていた。
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大項目 項目

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

事業計画の適切な実施
・事業計画の着実な実施
・計画変更の際の的確な調整 ×１ ○

予定の改善のほかにより効果的な
改善を実施するなど、特筆すべき
場合。

事業計画に基づき、事業が着実
に実施されている。
計画変更時に必要な手続がなさ
れている。

事業が事業計画に基づいて着実
に実施されていない。
計画変更時に必要な手続がなさ
れていない。

2

指定管理者による改善・利用促進への取組
・広報、ＰＲ
・利用状況の把握・分析 ×１ ○

駐車場のPRに積極的に外部媒体
を利用したり、利用の増減の理由
をふまえた利用促進の対策を行う
など、特筆すべき場合。

営業努力や指定管理者のHPで
の案内等による利用促進、PRを
実施。
利用の増減の理由の把握・分
析。

利用促進の努力が不足してい
る。
利用の増減の理由を把握してい
ない。

3

わかりやすいアクセスの工夫
・わかりやすい案内標識の設置
・ＨＰ上での案内

×１ ○

駐車場周辺部の案内標識を関係
機関と調整して見直すなど、特筆
すべき場合。

駐車場へのアクセスがわかりや
すい標識が設置されている。
HP上で案内を行っている。

駐車場へのアクセスについての
案内が不足していて、わかりにく
い。
HP上で案内を実施していない。

4

場内の使いやすさの工夫
・わかりやすい場内案内の工夫
・明るさと快適さの確保
・精算方法等の工夫

×１ ○

職員が誘導員として空き車室への
誘導を図る。
利用者に安心感を与える照度の確
保や快適に利用できる場内設備な
ど、特筆すべき場合。

案内サイン、色分けや付番など
のわかりやすい表示がある。
車室・車路の明るさなどが法令
上の基準を満たしている。
出庫の際に円滑に精算できる。

場内案内がわかりにくい。
車室・車路の明るさなどが法令
上の基準を満たしていない。
出庫の際に円滑な精算ができな
い。

5

利用料金の工夫
・適切な料金設定

×２ ○

・最大料金、駐車時間30分未満無料化など、利
用者のニーズを反映した利用料金を設定し、積
極的なＰＲを展開した。

利用者のニーズを反映した独自の
料金体系・料金プランを設定してい
るなど、特筆すべき場合。

東京都駐車場条例で設定されて
いる範囲内での時間貸・定期貸
料金の設定となっている。

東京都駐車場条例で設定されて
いる範囲を一部逸脱して時間
貸・定期貸料金の設定が行われ
ている。

6

地元との連携
・地域の理解を得て駐車場を運営するため必要な連携

×１ ○

・地元の「京橋はじめ会」と警察署が行う防犯パト
ロールに参加し、地域と連携して治安の向上や
違法路上駐車の削減に取り組んだ。
・警察署等主催の全国地域安全運動キャンペー
ンに参加し、歩行者にチラシやノベルティを配布
した。

地元町内会等の連絡調整会設置
や、地元と協力したパトロールな
ど、特筆すべき場合。

地元町内会への参加等、地域連
携を行っている。

特に地元との連携を行っていな
い。

7

環境施策への協力等
・都の交通需要マネジメントへの協力
・地球温暖化対策への協力

×１ ○

・30分未満無料化と併せて荷さばき車両の受入
を実施し、路上駐車対策に貢献している。
・充電設備（普通及び急速充電器）を設置し、電
気自動車等の普及に寄与している。
・低公害車割引を積極的にＰＲし、低公害車の普
及に寄与している。
・カーシェアリング用車室を確保し、カーシェアリ
ングの普及に寄与している。

都の交通需要マネジメントや自動
車の温暖化対策への積極的取組
など、特筆すべき場合。

都の交通需要マネジメントや自
動車の温暖化対策など環境施
策への協力を行っている。

都の環境施策への貢献がほとん
どみられない。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点 評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

総利用台数
・前年度並みの利用台数 ×２ ○

2年度：92,419台
元年度：105,003台
対前年度比：88.0％

対前年度比１１０％以上の利用が
あるなど、特筆すべき場合。

対前年度比９０～１１０％未満の
利用台数。

対前年度比９０％未満の利用台
数。

2

時間貸利用台数
・前年度と比較した時間貸の利用台数 ×２ ○

2年度：73,293台
元年度：83,050台
対前年度比：88.3％

対前年度比１１０％以上の利用が
あるなど、特筆すべき場合。

対前年度比９０～１１０％未満の
利用台数。

対前年度比９０％未満の利用台
数。

3

修正回転率
＝回転率（１日１車室当たりの利用回数）×１日１台当たりの平均駐車時間
・前年度と比較した修正回転率

×１ ○
2年度：8.20
元年度：10.44
対前年度比：0.79倍

対前年度比１．１倍以上など、特筆
すべき場合。

対前年度比０．９～１．１倍未満
の数値。

対前年度比０．９倍未満の数値。

4

販売件数
・前年度と比較した時間貸・定期貸販売件数

×２ ○

【時間貸】
2年度：74,110件　元年度：81,890件
対前年度比：90.5％
【定期貸】
2年度：1,113件　元年度：1,141件
対前年度比：97.5％

時間貸・定期貸販売件数がそれぞ
れ対前年度比１１０％以上など、特
筆すべき場合。

時間貸・定期貸販売件数が対前
年度比９０～１１０％未満の場
合。

時間貸・定期貸販売件数が一つ
でも対前年度比９０％未満の場
合。

5

定期契約新規・継続件数
・前年度と比較した定期契約新規・継続件数

×１ ○

【定期新規】　年度合計
2年度：10件　元年度：6件
対前年度比：166.7％
【定期継続】　年度末
2年度：93件　元年度：91件
対前年度比   102.2％

定期契約の新規・継続件数がそれ
ぞれ対前年度比１１０％以上など、
特筆すべき場合。

定期契約の新規・継続件数が対
前年度比９０～１１０％未満の場
合。

定期契約の新規・継続件数が一
つでも対前年度比９０％未満の
場合。

6

収入基準額との対比
・収入基準額を概ね満たす収入 ×２ ○

収入基準額：194,442千円
収入額　　　：180,703千円
収入基準額の92.9％の収入

収入基準額の１１０％以上の収入
があるなど、特筆すべき場合。

収入基準額の９０～１１０％未満
の収入。

収入基準額の９０％未満の収
入。

確認事項

事業効果

事業の取組

事業計画どおりのサービスが提供されているか

＜評価理由＞
最大料金、駐車時間30分未満無料化など、利用者のニーズを反映した利用料金を設定し、積極的なＰＲを展開した。
防犯パトロールへの参加等により、地元との連携を積極的に行った。
荷さばき車両の受入れ、充電設備の設置、カーシェアリング用車室の確保等により、路上駐車対策や環境施策に貢献した。

利用の状況

事業計画どおりの利用状況となっているか

＜評価理由＞
総利用台数、時間貸利用台数、修正回転率が水準を下回った。
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大項目 項目

利用者の満足が得られているか。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点 評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

利用者アンケート結果（安心・安全・清潔さ）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が90.1％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

2

利用者アンケート結果（職員等の対応）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×２ ○
十分満足、まあ満足の回答が98.0％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

3

利用者アンケート結果（場内の使いやすさ）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が86.7％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

4

利用者アンケート結果（駐車場へのアクセス等）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が91.7％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

5

利用者アンケート結果（利用料金）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が97.0％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

6

利用者意見、要望に対する適切な対応
・常時対応が可能
・苦情処理マニュアルの作成 ×１ ○

意見や改善要望に対して、掲示板
等で積極的に回答するなど、特筆
すべき場合。

利用者からの意見や改善要望を
受付け、対応する体制がある。
苦情処理マニュアルが作成され
ている。

利用者からの意見や改善要望を
受付け、対応する体制がない。
苦情処理マニュアルが作成され
ていない。

水 準 を
上 回 る

水 準
ど お り

水 準 を
下 回 る

2 点 1 点 0 点

×１ 7 項目 22 項目 1 項目

×２ 4 項目 4 項目 2 項目

合計 30 点 30 点 0 点

特記事項

財務状況

特命要件
の継続

確認事項

事業効果 利用者の反応

＜評価理由＞ アンケート実施　2/1１/1～11/20
定期制　　７９枚　（配布　８９枚）　回収率　８８．８％
時間制　１２０枚　（配布１２０枚）　回収率１００．０％
　　計　　１９９枚　（配布２０９枚）　回収率　９５．２％

利用者アンケートの全項目で水準を上回った。

合計点　　60点
計　40項目
標準点　50点

一次評価　　「Ｂ」

評語

Ｓ 「標準点（全確認項目が「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点）の1.33倍（小数点以下切上）」点以上 67点以上

Ａ 「標準点の1.25倍以上（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 63点～66点

防災・防犯対策、手厚い職員配置など、高水準の駐車場管理を行った。
最大料金、駐車時間30分未満無料化など、利用者ニーズを反映した利用料金を設定し、積極的なＰＲを行った。
防犯パトロールへの参加等による地元との連携、充電設備の設置等による環境施策への協力を積極的に行った。
総利用台数、時間貸利用台数、修正回転率が水準を下回った。
利用者アンケートでの満足度は全項目で水準を上回った。
これらを総合的に判断し、一次評価を「Ｂ」とした。

特に問題はない。
自己資本比率　56.0％　（前年度　54.1％）

指定期間の過半にわたって大規模改修が予定されていたため、特命により選定した。
平成30年9月から工事を実施しており、特命要件を満たしている。

Ｂ 「標準点の0.88倍以上（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 45点～62点

Ｃ 「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下 44点以下
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一次評価 板橋四ツ又駐車場

大項目 項目

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

協定による利用時間の遵守
・２４時間３６５日利用可能

×１ ○

災害、雪害、補修工事等の場合で
も、利用可能な状態の維持に特筆
した努力をしている等。

管理の落度等による臨時休業が
なく、２４時間３６５日利用が可能
な状態を維持している。

管理の落度等により臨時休業が
必要となるなど、２４時間３６５日
利用が可能な状態が維持されて
いない。

2

車室の機能維持・公平な利用の確保
・全車室が常時利用可能
・時間貸・定期貸利用の適切な配分 ×１ ○

災害、雪害、補修工事等の場合で
も、利用可能な状態の維持に特筆
した努力をしている等。

車路や車室が適切に管理され、
良好な状態を維持している。
時間貸・定期貸の設定が適切に
行われている。

車路や車室が適切に管理されて
いない場合がある。
定期貸の設定割合が、公共駐車
場としての役割から離れた設定
となっている。

3

設備・機器の保守
（防犯・防災設備は除く）

×１ ○

指定管理者の判断による規程回数
以上の手厚い点検等の実施や保
守方法の工夫による効率的な保守
の実施など特筆すべき場合。

機器の動作確認や保守が予定
通り実施されている。

機器の動作確認や保守が予定
通り実施されていないなど、通常
の保守水準に至っていない場
合。

4

施設の清掃
・車路、車室の清掃（毎日）
・トイレ清掃（毎日）

×１ ○

施設内の清潔を保つ独自の取組を
行ったり、地域と連携して、駐車場
周辺の清掃活動に協力するなど、
特筆すべき場合。

毎日清掃が行われ、車路、車室
が良好な状態に保たれている。
毎日清掃が行われ、トイレが清
潔に保たれている。

車路、車室の清掃が予定通り行
われておらず、良好な状態が保
たれていない。
トイレ清掃が予定通り行われて
いないなど、清潔に保たれてい
ない場合がある。

5

人員配置・職員の人材育成
・２４時間３６５日職員を配置
・職員の適正な勤務交代
・法定資格者の適正な配置
・接客接遇向上のための取組の実施

×１ ○

駐車場内の状況に応じて職員を効
果的に配置、募集要項で示したよ
りも手厚く法定資格者を配置、業務
に関する国家資格の取得を支援
し、実際に取得者がいるなど、特筆
すべき場合。

適正な交替勤務により、２４時間
３６５日の職員の常駐を実現して
いる。
指定管理者募集要項どおりに法
定資格者が配置されている。
接遇向上等の取組を実施してい
る。

適正な交代勤務が行われていな
いなど、２４時間３６５日の職員
の常駐が守られていない。
指定管理者募集要項どおりに法
定資格者が配置されていない。
接遇向上のための取組が行わ
れていない。

6

指定管理業務に対する保険加入
・指定管理者自己負担での保険加入

×１ ○

指定管理者業務に最低限必要な
保険加入に加えて、さらに、指定管
理者業務に手厚い内容の保険に
加入しているなど、特筆すべき場
合。

指定管理者業務において必要な
保険に加入している。

指定管理者業務において必要な
保険に加入していない。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

施設、設備の安全性の維持
・車路・車室・設備の安全性の確保
・出入口・場内交通の安全の適切な確保
・施設・設備の異常に対する迅速な対応

×１ ○

安全性の向上のための車路や車
室等の改良を積極的に行うなど、
特筆すべき場合。

車路・車室・設備等の安全確保
のため、必要な場内掲示や職員
による誘導を実施している。
車路や車室の異常に迅速かつ
適切に対応している。

車路・車室・設備等の安全確保
のために必要な場内掲示や職員
による誘導が不十分である。
車路や車室の異常への対応に
不備がみられる。

2

防災対策
・災害時の対応マニュアル等の策定
・防災対応訓練（年１回）
・作業実施計画どおりの防災設備の保守の実施

×２ ○

・消防署と連携し、自衛消防訓練（通報訓練、消
火訓練、避難誘導訓練等）を実施した。
・震災時等有事の際でも円滑に連絡が取れる、
ＭＣＡ無線を使用した連絡訓練を実施した。

東日本大震災をふまえて訓練内容
を充実したり、関係機関と連携して
防災訓練を実施するなど、特筆す
べき場合。
指定管理者の判断による規程回数
以上の手厚い点検等の実施や保
守方法の工夫による効率的な保守
の実施など特筆すべき場合。

災害を想定したマニュアル等を
策定し、防災訓練を実施してい
る。
防災設備の保守が計画通り行わ
れている。

災害を想定したマニュアル等が
策定されていなかったり、防災訓
練が実施されていない。
防災設備の保守が計画通りに行
われていない。

3

警備、防犯体制
・監視カメラによる警戒（常時）
・職員による巡回
・作業実施計画どおりの防犯設備の保守の実施

×２ ○

・大型連休期間や年末年始に警備員を増員し、
場内の警備を強化することで安全を確保した。
・新京橋駐車場で行った警察署指導による防犯
訓練に参加した。
・「東京防犯優良駐車場」の認定を受けている。

施設内の治安向上のため、独自の
取組を行ったり、地域の防犯活動
にも積極的に参加するなど、特筆
すべき場合。

監視カメラによる常時監視を行
い、巡回を行っている。
防犯機器の保守や訓練が計画
通り行われている。

監視カメラによる常時監視、巡回
が行われていないことがある。
防犯機器の保守や訓練が計画
通り行われていない。

4

施設、設備に関する書類の管理
・工作物の図面、取扱い説明書等の適正な管理

×１ ○

指定管理者制度以前の改修実績
等を含めた管理台帳の作成等の
独自の管理方法を取り入れるな
ど、特筆すべき場合。

機器の故障や事故等に迅速か
つ適正に対応するため、図面や
取扱説明書等が整理保管されて
いる。

図面や取扱説明書等が適切に
整理保管されていない。

5

緊急時対策・事故への対応
・緊急時の連絡網・事故対応マニュアル等の策定
・施設利用者に影響が生ずる事故等が発生しなかったか。
・事故等発生時の迅速な対応
・事故等発生時の都への適切な報告

×２ ○

無線等緊急時の特別な通信方法
の確保や定期的な連絡体制の検
証の実施など、特筆すべき場合。
他で実際に発生した事故事例等を
踏まえた改善策を講じて実際に活
用するなど特筆すべき場合。

都、警察等の関係機関への通報
を含めた連絡網や事故対応マ
ニュアルがあり、迅速かつ適正
な情報伝達をする体制がある。
施設に影響が生ずる事故の発
生がないか、事故等が発生した
場合にも迅速かつ適切な対応を
行っている。

都、警察等の関係機関への通報
を含めた連絡網や事故対応マ
ニュアルが整備されていない。
施設に影響が生ずる事故が発
生。
事故等が発生した場合も、迅速
かつ適切な対応ができていな
い。

（公財）東京都道路整備保全公社

確認事項

管理状況

適切な管理の
履行

協定や事業計画等に沿って、施設に応じた適正な管理が行われているか

＜評価理由＞
募集要項、協定等で定めている管理水準が保持されていた。

安全性の確保

施設の安全性は確保されているか

＜評価理由＞
消防署と連携し、自衛消防訓練（通報訓練、消火訓練、避難誘導訓練等）を実施した。
大型連休期間や年末年始に警備員を増員し、場内の警備を強化することで安全を確保した。
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大項目 項目

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

個人情報保護の取組
・個人情報保護に関する内部規程の策定
・研修実施等による職員への周知

×１ ○

個人情報保護の向上のためプライ
バシーマークを取得するなど、特筆
すべき場合。

個人情報保護に関する社内規
程があり、職員へ周知を行い、
個人情報の適切な管理を行って
いる。

個人情報保護に関する社内規
程等が整備されていない。
個人情報の適切な管理が行わ
れていない。

2

関係法令の遵守
・駐車場法等の遵守　等

×１ ○

コンプライアンスについての検討組
織があり、駐車場の適正な運営に
つながっているなど、特筆すべき場
合。

場内運営や必票な手続について
駐車場法等関係法令を遵守して
いる。

場内運営や必票な手続について
駐車場法等関係法令が守られて
いない部分がある。

3

環境確保条例の遵守
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの看板設置、場内工事でのﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車規制　等

×１ ○

都に協力する独自の取組を行うな
ど、特筆すべき場合。

環境確保条例に規定するアイド
リングストップの看板が設置され
ている。

環境確保条例で義務づけられて
いるアイドリングストップの看板
が設置されていない等、条例が
守られていない部分がある。

4

利用情報等各種情報の管理
・内部規程に基づく情報の一元化管理
・データアクセスのID制御、外部メモリの使用禁止

×１ ○

情報が保管されているパソコンの
起動や執務室の施錠に生体認識
を導入するなど、特筆すべき場合。

情報管理に関する社内規程があ
り、施錠管理やデータアクセスの
ID制御等により情報が適正に管
理されている。

情報管理に関する社内規程がな
く、施錠管理やデータアクセスの
ID制御等による適正な管理が行
われていない。

5

都への報告、連絡
・都への定期報告（年１２回）
・迅速な都への状況報告

×１ ○

都への迅速かつ的確な報告を行う
など、特筆すべき場合。

月報等の定期報告が遅滞なく行
われ、必要な報告がなされた。

月報等の定期報告に遅滞があ
る。
速やかな報告を行わなかった。

6

情報事故への対応
・個人情報の漏えいや個人データの紛失事故等が発生しなかったか。
・情報事故対応マニュアルの作成、周知 ×１ ○

他で実際に発生した事故事例等を
踏まえた情報事故対応マニュアル
を作成するなど、特筆すべき場合。

個人情報の漏えいや個人データ
の紛失事故等が発生していな
い。
情報事故対応マニュアルを作
成、周知している。

個人情報の漏えいや個人データ
の紛失事故等が発生した。
情報事故に対応する体制が整
備されていない。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

現金等に関する帳簿類の適正な管理
・帳簿類の即日記帳
・検査の実施 ×１ ○

内部検査の他に定例的に外部の
組織が帳簿類をチェックしているな
ど、特筆すべき場合。

帳簿類が即日記帳され適正に保
管されている。
現金やプリペイドカードの出納管
理について、内部検査が行われ
ている。

帳簿類の記帳に遅れがあり、適
正に保管されていない。
現金やプリペイドカードの出納管
理について、内部検査が適正に
行われていない。

2

都有財産の適正な管理
・駐車場設備の適正な管理
・貸与物品の適正な管理

×１ ○

都有財産の維持補修にあたり、省
エネや維持管理削減につながる製
品や材料を選択するなど、特筆す
べき場合。

駐車場設備を指定管理当初の
水準に保ちながら、管理簿を定
めて適正に維持管理されてい
る。
都からの貸与物品について東京
都物品管理規則等に基づいて適
正に管理されている。

駐車場設備が指定管理当初の
水準に保たれていない。
管理簿による適正な維持管理が
なされていない。
都からの貸与物品について東京
都物品管理規則等に基づいて適
切に管理されていない。

3

現金等の適正な管理
・精算機からの確実な現金の回収
・現金、プリペイドカードの適正な管理 ×１ ○

精算機からの現金回収作業に独自
のチェック体制を導入するなど、特
筆すべき場合。

精算機から回収した利用料金や
プリペイドカードの売上が亡失な
く、金庫等に適正に保管されて
いる。

精算機から回収した利用料金や
プリペイドカードの売上に亡失が
ある。
金庫等に適正に保管されていな
い。

4

中規模修繕の適切な実施
・計画の着実な実施
・計画変更の際の的確な調整 ×２ ○

中規模修繕の目的を踏まえ、より
効果的な修繕を行うなど、特筆す
べき場合。

中規模修繕実施計画に基づき、
着実に実施されている。
計画に変更があった場合、所定
の手続を進めている。

中規模修繕が、着実に実施され
ていない。
計画に変更があった場合に、所
定の手続を行っていない。

確認事項

管理状況

法令等の遵守

個人情報保護、法令遵守、報告等は適切に行われているか

＜評価理由＞
募集要項、協定等で定めている管理水準が保持されていた。

適切な財務・
財産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

＜評価理由＞
募集要項、協定等で定めている管理水準が保持されていた。
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大項目 項目

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点
評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

事業計画の適切な実施
・事業計画の着実な実施
・計画変更の際の的確な調整 ×１ ○

予定の改善のほかにより効果的な
改善を実施するなど、特筆すべき
場合。

事業計画に基づき、事業が着実
に実施されている。
計画変更時に必要な手続がなさ
れている。

事業が事業計画に基づいて着実
に実施されていない。
計画変更時に必要な手続がなさ
れていない。

2

指定管理者による改善・利用促進への取組
・広報、ＰＲ
・利用状況の把握・分析 ×１ ○

駐車場のPRに積極的に外部媒体
を利用したり、利用の増減の理由
をふまえた利用促進の対策を行う
など、特筆すべき場合。

営業努力や指定管理者のHPで
の案内等による利用促進、PRを
実施。
利用の増減の理由の把握・分
析。

利用促進の努力が不足してい
る。
利用の増減の理由を把握してい
ない。

3

わかりやすいアクセスの工夫
・わかりやすい案内標識の設置
・ＨＰ上での案内

×１ ○

駐車場周辺部の案内標識を関係
機関と調整して見直すなど、特筆
すべき場合。

駐車場へのアクセスがわかりや
すい標識が設置されている。
HP上で案内を行っている。

駐車場へのアクセスについての
案内が不足していて、わかりにく
い。
HP上で案内を実施していない。

4

場内の使いやすさの工夫
・わかりやすい場内案内の工夫
・明るさと快適さの確保
・精算方法等の工夫

×１ ○

職員が誘導員として空き車室への
誘導を図る。
利用者に安心感を与える照度の確
保や快適に利用できる場内設備な
ど、特筆すべき場合。

案内サイン、色分けや付番など
のわかりやすい表示がある。
車室・車路の明るさなどが法令
上の基準を満たしている。
出庫の際に円滑に精算できる。

場内案内がわかりにくい。
車室・車路の明るさなどが法令
上の基準を満たしていない。
出庫の際に円滑な精算ができな
い。

5

利用料金の工夫
・適切な料金設定

×２ ○

・パーク＆ライド割引、駐車時間30分未満無料化
など、利用者のニーズを反映した利用料金を設
定し、積極的なＰＲを展開した。

利用者のニーズを反映した独自の
料金体系・料金プランを設定してい
るなど、特筆すべき場合。

東京都駐車場条例で設定されて
いる範囲内での時間貸・定期貸
料金の設定となっている。

東京都駐車場条例で設定されて
いる範囲を一部逸脱して時間
貸・定期貸料金の設定が行われ
ている。

6

地元との連携
・地域の理解を得て駐車場を運営するため必要な連携

×１ ○

・警察署と連携し、駐車場利用者に飲酒運転撲
滅ノベルティを配布した。
・警察署主催の交通安全キャンペーンに参加し、
会場で安全運転を呼び掛けるノベルティを配布し
た。

地元町内会等の連絡調整会設置
や、地元と協力したパトロールな
ど、特筆すべき場合。

地元町内会への参加等、地域連
携を行っている。

特に地元との連携を行っていな
い。

7

環境施策への協力等
・都の交通需要マネジメントへの協力
・地球温暖化対策への協力

×１ ○

・30分未満無料化と併せて荷さばき車両の受入
れを実施し、路上駐車対策に貢献している。
・パーク＆ライド割引の実施により、公共交通機
関への乗り換えを促進し、環境負荷削減に貢献
している。
・パーク＆レンタサイクル（無料）を実施している。
・充電設備（普通及び急速充電器）を設置し、電
気自動車等の普及に寄与している。
・カーシェアリング用車室を確保し、カーシェアリ
ングの普及に寄与している。

都の交通需要マネジメントや自動
車の温暖化対策への積極的取組
など、特筆すべき場合。

都の交通需要マネジメントや自
動車の温暖化対策など環境施
策への協力を行っている。

都の環境施策への貢献がほとん
どみられない。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点 評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

総利用台数
・前年度並みの利用台数 ×２ ○

2年度：49,609台
元年度：48,354台
対前年度比：102.6％

対前年度比１１０％以上の利用が
あるなど、特筆すべき場合。

対前年度比９０～１１０％未満の
利用台数。

対前年度比９０％未満の利用台
数。

2

時間貸利用台数
・前年度と比較した時間貸の利用台数 ×２ ○

2年度：24,018台
元年度：22,074台
対前年度比：108.8％

対前年度比１１０％以上の利用が
あるなど、特筆すべき場合。

対前年度比９０～１１０％未満の
利用台数。

対前年度比９０％未満の利用台
数。

3

修正回転率
＝回転率（１日１車室当たりの利用回数）×１日１台当たりの平均駐車時間
・前年度と比較した修正回転率

×１ ○
2年度：10.47
元年度：10.23
対前年度比：1.02倍

対前年度比１．１倍以上など、特筆
すべき場合。

対前年度比０．９～１．１倍未満
の数値。

対前年度比０．９倍未満の数値。

4

販売件数
・前年度と比較した時間貸・定期貸販売件数

×２ ○

【時間貸】
2年度：22,500件　元年度：20,386件
対前年度比：110.4％
【定期貸】
2年度：2,177件　元年度：2,183件
対前年度比：99.7％

時間貸・定期貸販売件数がそれぞ
れ対前年度比１１０％以上など、特
筆すべき場合。

時間貸・定期貸販売件数が対前
年度比９０～１１０％未満の場
合。

時間貸・定期貸販売件数が一つ
でも対前年度比９０％未満の場
合。

5

定期契約新規・継続件数
・前年度と比較した定期契約新規・継続件数

×１ ○

【定期新規】　年度合計
2年度：14件　元年度：5件
対前年度比：35.7％
【定期継続】　年度末
2年度：179件　元年度：183件
対前年度比   97.8％

定期契約の新規・継続件数がそれ
ぞれ対前年度比１１０％以上など、
特筆すべき場合。

定期契約の新規・継続件数が対
前年度比９０～１１０％未満の場
合。

定期契約の新規・継続件数が一
つでも対前年度比９０％未満の
場合。

6

収入基準額との対比
・収入基準額を概ね満たす収入 ×２ ○

収入基準額：80,157千円
収入額　　　：63,932千円
収入基準額の79.8％の収入

収入基準額の１１０％以上の収入
があるなど、特筆すべき場合。

収入基準額の９０～１１０％未満
の収入。

収入基準額の９０％未満の収
入。

確認事項

事業効果

事業の取組

事業計画どおりのサービスが提供されているか

＜評価理由＞
パーク＆ライド割引、駐車時間30分未満無料化など、利用者のニーズを反映した利用料金を設定し、積極的なＰＲを展開した。
荷さばき車両の受入れ、充電設備の設置、カーシェアリング用車室の確保等により、路上駐車対策や環境施策に貢献した。

利用の状況

事業計画どおりの利用状況となっているか

＜評価理由＞
定期契約新規・継続件数、収入基準額との対比が水準を下回った。
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大項目 項目

利用者の満足が得られているか。

配 点
水準を上回る

２点
水準どおり

１点
水準を下回る

０点 評価ポイント 水準を上回る例 水準どおりの例 水準を下回る例

1

利用者アンケート結果（安心・安全・清潔さ）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が99.1％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

2

利用者アンケート結果（職員等の対応）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×２ ○
十分満足、まあ満足の回答が99.3％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

3

利用者アンケート結果（場内の使いやすさ）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が98.1％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

4

利用者アンケート結果（駐車場へのアクセス等）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が95.5％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

5

利用者アンケート結果（利用料金）
・利用者が概ね満足している。
（十分満足、まあ満足が60～80％）

×１ ○
十分満足、まあ満足の回答が95.1％ アンケートによる満足度が８０％以

上等、特筆すべき場合。
アンケートによる満足度が６０～
８０％未満。

アンケートによる満足度が６０％
未満。

6

利用者意見、要望に対する適切な対応
・常時対応が可能
・苦情処理マニュアルの作成 ×１ ○

意見や改善要望に対して、掲示板
等で積極的に回答するなど、特筆
すべき場合。

利用者からの意見や改善要望を
受付け、対応する体制がある。
苦情処理マニュアルが作成され
ている。

利用者からの意見や改善要望を
受付け、対応する体制がない。
苦情処理マニュアルが作成され
ていない。

水 準 を
上 回 る

水 準
ど お り

水 準 を
下 回 る

2 点 1 点 0 点

×１ 6 項目 23 項目 1 項目

×２ 4 項目 5 項目 1 項目

合計 28 点 33 点 0 点

特記事項

財務状況

確認事項

事業効果 利用者の反応

＜評価理由＞ アンケート実施　2/1１/1～11/20
定期制　１４９枚　（配布１８２枚）　回収率　８１．９％
時間制　１２０枚　（配布１２０枚）　回収率１００．０％
　　計　　２６９枚　（配布３０２枚）　回収率　８９．１％

利用者アンケートの全項目で水準を上回った。

合計点　　61点
計　40項目
標準点　50点

一次評価　　「Ｂ」

評語

Ｓ 「標準点（全確認項目が「水準どおり」の評価を受けた場合の合計点）の1.33倍（小数点以下切上）」点以上 67点以上

Ａ 「標準点の1.25倍以上（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 63点～66点

防災対策、警備・防犯体制など、高水準の駐車場管理を行った。
パーク＆ライド割引、駐車時間30分未満無料化など、利用者ニーズを反映した利用料金を設定し、積極的なＰＲを行った。
荷さばき車両の受入れ、充電設備の設置、カーシェアリング用車室の確保等により、路上駐車対策や環境施策に貢献した。
定期契約新規・継続件数、収入基準額との対比が水準を下回った。
利用者アンケートでの満足度は全項目で水準を上回った。
これらを総合的に判断し、一次評価を「Ｂ」とした。

特に問題はない。
自己資本比率　56.0％　（前年度　54.1％）

Ｂ 「標準点の0.88倍以上（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 45点～62点

Ｃ 「標準点の0.88倍（小数点以下切捨）」点以下 44点以下
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所管局による一次評価シート
○ 2

【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

22　小学生に稲やサツマイモの収穫、チューリップ植え付けなどの体験機会を提供するとともに、思い出作りとして樹木調査をしてもらい「猿江恩賜公園樹木マップ」を協働で作成し、来園者に配布した。
小学生は御礼として落ち枝拾い等のボランティア活動を実施してくれており、近隣の小学校との連携を強化した。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

1　路上生活者１名に対して区の福祉施設への案内など声掛けを継続した結果、園内の利用適正化を実現するとともに、適切な自立支援が行われた。
5　チャドクガ対策について、薬剤散布は行わず、卵塊や幼虫コロニーの物理的な防除を工夫して実施することにより、毒害による被害を最小限に抑えるよう努めた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.2

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 1 猿江恩賜公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 1 猿江恩賜公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 2

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

47
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項
【事業効果】
21 4か国語音声対応の「概要説明マシーン」を設置し、公園の魅力発信に努めた。
23 絵本仕立ての作品を展示した「森の絵本」やプロのアート作品を展示した「森のギャラリー」は、園内を散策しながら楽しむことができ、密を避ける形で実施できた。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.8

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.2

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

23 中止となった季節のワークショップイベントの代わりとして、クリスマスリース素材の無料配布やドングリ雛人形の作り方動画の配信を行うとともに、見ごろのサザンカや公園の様子を動画配信するな
ど、自宅にいながら公園を楽しんでもらえるよう取り組んだ。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

5 今年度はチャドクガが各都立公園で大量発生したが、園内に4000本あるサザンカは、日々の巡回点検の他にチャドクガに重点を絞った巡回による早期発見、剪定防除、毒針固着剤、幼虫の捕殺、卵塊の無
害化を駆使して被害の発生を抑える事ができた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.3

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 2 亀戸中央公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：独自の魅力づくりに取り組む都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 2 亀戸中央公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：独自の魅力づくりに取り組む都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

47
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

32  万年塀の更新とブロック塀改修について、境界位置の問題により当初予定した通りに更新工事が着手できなくなっていたものの、都の指示を受け、応急措置として当該塀の撤去及び一時的にポリカーボ
ネートの塀を設置する対応を行い、安全確保を図った。

特記事項

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.0

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 3 尾久の原公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：自然とふれあえる場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.3

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

。
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施設名 3 尾久の原公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：自然とふれあえる場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.1

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

評価水準 配点 備考 得点

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

49
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
22　ボランティアメンバーと連携して公園内の花壇づくりを実施、中でもハーブガーデンは専門のガーデナーの指導もあり、充実に努めている。また、障害者教育施設や教育機関と継続して連携し、子供た
ちがケガをしないように福祉園の方が石拾いを行うなど、協働して公園の利便性向上に努めた。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
5　住宅地に隣接する公園であり、越境枝や折れ枝、落ち葉など近隣住民からの要望も踏まえて、台風前の計画的な剪定作業など、適切な管理を実施した。また、チャドクガ対策を万全に実施した。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.3

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 4 東綾瀬公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 4 東綾瀬公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

47
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.0

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 〇 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 〇 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 〇 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 〇 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 〇 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 〇 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 〇 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 〇 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 〇 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 〇 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 〇 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 〇 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 〇 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 〇 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 〇 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 〇 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 〇 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 〇 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 〇 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 〇 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 〇 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 〇 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 〇 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 〇 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 〇 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
23　絵本仕立ての作品を園内に展示した「森の絵本」は園内を散策しながら楽しむプログラムで、密を避けた形で実施した。また、イベントを中止している中でも公園の魅力や自然を楽しんでもらうため、
公園内を散歩している疑似体験のできる動画を配信するなど、コロナ禍でできることが限られる中でも公園の魅力向上に努めた。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
5　チャドクガ対策について、薬剤散布は行わず、卵塊や幼虫コロニーの物理的な防除を工夫して実施することにより、毒害による被害を最小限に抑えるよう努めた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 5 中川公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 5 中川公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 〇 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 〇 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 〇 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 〇 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 〇 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 〇 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 〇 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

50
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 0

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

23　コロナ禍により実施できなかったイベントの代替としてオンラインヨガ教室の実施や、トレーニング動画の配信などを行った。また、継続して実施しているXmasリース作りは教室開催ができなかったた
め、キットを配布してご家庭で楽しんでもらうなど、コロナ禍においても柔軟に対応し、自宅にいながら公園を楽しんでもらえるよう取り組んだ。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

5　チャドクガ対策について、薬剤散布は行わず、卵塊や幼虫コロニーの物理的な防除を工夫して実施することにより、毒害による被害を最小限に抑えるよう努めた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

14  六価クロム現場対応として、巡回員2名と責任者１名で毎日午前と午後各２回の点検と洗浄等の必要な措置を実施した。点検結果をもとに経年劣化に伴う還元処理施設につながる配管の補修や高圧洗浄
も適宜実施した。
16　不安定な脚立から職員が転落、怪我をするという事故が発生したが、その後原因究明や再発防止はしっかり行った。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.3

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 6 大島小松川公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 6 大島小松川公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

47
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.0

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 〇 4

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 〇 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 〇 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 〇 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 〇 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 〇 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 〇 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 〇 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 〇 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 〇 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 〇 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 〇 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 〇 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 〇 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 〇 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 〇 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 〇 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 〇 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 〇 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 〇 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 〇 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 〇 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 〇 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 〇 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 〇 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

1　路上生活者１名に対して声掛けを継続した結果、園内の利用適正化を実現するとともに、定住化を防ぐなど適切な自立支援が行われた。
5　チャドクガ対策について、薬剤散布は行わず、卵塊や幼虫コロニーの物理的な防除を工夫して実施することにより、毒害による被害を最小限に抑えるよう努めた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.4

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 7 宇喜田公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 7 宇喜田公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 〇 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 〇 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 〇 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 〇 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 〇 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 〇 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 〇 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

47
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.0

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 0

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

20　「Shibafu　de café」は、昨年度から会期を5日間延長して10日間開催した。貴重な緑のオープンスペースを感じられる第二花壇芝生地を解放し、感染症対策を徹底した上で、安心かつ快適なサードブ
レイスを利用者に提供した。また、集合型の「歴史探訪ガイド」は中止し、アンケートにてニーズを把握した上で、自宅でも日比谷公園の歴史に触れられるよう、職員によるガイド動画を6回シリーズで配
信するなど、日比谷公園の緑や歴史的価値を発揮する充実したコンテンツを利用者に提供し、日比谷公園の魅力向上に貢献した。
21　ユリ、ネモフィラ、チューリップ、ツツジなど見ごたえのある花々の情報等をTwitterにて日本語、英語、中国語の３言語により効果的に広報した。特にユリの見頃の時期である7月は、過去最高になる
704,883件のインプレッション数を記録するなど、大きな話題となった。また、文化芸術施設等を紹介するテレビ番組と調整を図り、全国12放送局にて放送され、日比谷公園の歴史的・文化的価値を全国に
広くPRした。
23　中止となった都民コンサートの再開リクエストに応え、警視庁音楽隊、消防庁音楽隊と連携して「オンラインオクトーバーコンサート」を開催した。また、World Urban Parks（世界都市公園会議）か
らの呼びかけに応じ日比谷見附跡や日比谷公会堂を緑にライトアップした「日比谷アカリテラス」を実施した。状況を踏まえて企画内容の変更等柔軟な対応を行い、利用者や社会のニーズに応えた。

＜評価の内容＞

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

1  デモ対応においては、警察と連携し、公園内ルールの徹底等毅然とした態度で指導を行った。また、占用許可イベントにおいては、特に新型コロナウイルス感染症対策の徹底について東京都と連携し、
主催者に粘り強く指導を行うなど適正な利用を図り、園内の安全を確保した。
5　全28種13,700株以上のユリによる景観「ユリロード」を創出し、利用者にやすらぎを提供した。こまめな維持管理を行い、新たな日比谷公園のパークビュースポットとして魅力向上に貢献した。

評価水準

施設名

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

事業効果 事業の取組

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

１：東京の歴史や文化を伝える都立公園
２：東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて準備する公園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園
４：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
５：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

備考

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

管理状況

適切な管理
の履行

配点

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

法令等の
遵守 各種法令等の遵守

・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

備考

得点

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

配点

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

安全性の
確保 緊急時対策・対応

・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

配点評価水準

8 日比谷公園

4.8

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

備考評価水準

評価水準

評価水準

＜評価の内容＞

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

適切な財
務･財産管
理

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

得点

得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

得点

14　新型コロナウイルス感染症対策として、テニスコート更衣室等に光触媒技術を活用した抗菌コーティングを施し、利用者に安全かつ安心な空間を提供した。
16　剪定中に脚立から落下するなど、職員の作業事故が2件発生した。両事故とも原因究明、再発防止措置を速やかに実施するともに、南部グループ内での事故情報の共有及び再発防止策の徹底等安全講習
を実施。再発防止策については、KYミーティングに反映するように対応の徹底を図った。

配点

備考 得点配点

備考

＜評価の内容＞

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等
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施設名

１：東京の歴史や文化を伝える都立公園
２：東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて準備する公園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園
４：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
５：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

8 日比谷公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の財務状況

事業効果

特記事項
【管理状況】
・英語、中国語が堪能な職員を配置し、特に緊急事態宣言中の外国人への公園利用に関するお願いや外国人が主催者であるデモ対応等において的確かつ丁寧な説明を行い、大きな混乱を未然に防いだ。

標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下 S

評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

要改善事項等

評価基準

標準点

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

一次評価結果

行政目的の
達成

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

58

4.6

4.9
利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

得点備考

＜評価の内容＞

C+1点以上、A-1点以下

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

32　園地改修に伴う工事調整や建築物是正に関する調査協力、日比谷公園再生整備計画検討協議会や東京セントラルパーク連絡会の開催協力等、都の事業が円滑に進行するよう適切に対応した。

配点 備考 得点

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

利用者の
反応

＜評価の内容＞

配点評価水準

評価水準

4.9

4.9

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
21　もみじ谷の再オープンを記念して、設計者である長岡安平が設計等に関わった全国の公園等にパネルの原稿依頼を行い、「長岡安平を巡る旅」シリーズとしてパネルを屋外展示するとともに、Twitter
やYouTubeで配信し、HPで特集も組んだ。水と緑の市民カレッジ企画展「芝公園もみじ谷修復記念展」では職員がガイドを実施し、メディアにも取り上げられた。また、「もみじ谷修復記念　長岡安平とも
みじ谷」のパンフレットを作成し、サービスセンターや近隣施設で配布した。さらに、Twitterでのハッシュタグキャンペーンやもみじマークのオリジナルゴミ袋を清掃活動等で活用するなど、様々な場面
で公園の魅力をPRした。加えて、芝丸山古墳について、ワーキンググループの開催に伴い約120年ぶりに実施した貴重な調査現場を撮影し、関係者のコメントを加えた動画をYouTubuで配信するなど、コロナ
禍において集合形式によるガイドが難しい中、芝公園の歴史的な財産を広く普及啓発した。季節の草花や園内の各施設等についても、毎日Twitterで紹介し、常にフレッシュな情報発信を行ったことで、
フォロワー数が前年比で150％増となるなど、オンラインによる発信力を強化した。

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞
2　日当たりが悪く降雨降雪等でぬかるみが発生する野球場について、職員間でアイデアを出し合い、排水作業の迅速化やグランドの不陸解消、凍結防止等といった作業を継続的に行うことで、冬季（12～1
月）の稼働率を45％にまで改善させ、利用者サービスの向上につなげた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

施設名 9 芝公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等
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施設名 9 芝公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 2

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の財務状況

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

52
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・グラウンド整備や日々のクリーンアップを着実に実施した結果、施設の清潔さが年々上昇している。

【事業効果】
・教育庁や港区と連携し、考古学・園学の大学教授を招へいして芝丸山古墳ワーキンググループを立ち上げ、3回の会議を経て今後の維持管理・活用計画を策定した。

要改善事項等

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞
30　地元警察署員と職員が協力して園内パトロールを実施し、頻発する特殊詐欺事件の対策や災害発生に備えた心構え、110番通報の適正利用、巡回連絡への協力要請などについて来園者や近隣への啓発活
動を行うなど、地域の安全・安心の向上に取り組んだ。
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20　青山公園50周年記念事業について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためイベントは中止となったが、「AOYAMA　PARK通信号外」を作成し、公園の今と昔の写真を掲載するとともに、Twitterでも1
週間連続で情報発信し、総閲覧数が2万回を超えるなど、広く公園の魅力を発信することができた。最終日には、職員が青山公園をイメージしたイラストをブックカバーにあしらい、無料でダウンロードで
きるよう掲載したところ好評を得た。また、集合形式のイベントが難しいため、民間企業と連携し、小学校へ出張して「生き物観察会」を実施した。小学校や民間企業と信頼関係を深めるとともに、学校教
育を補完する体験学習の場を公園が担うことができた。さらに、工作教室の動画を作成してTwitterに投稿し、閲覧回数が1万回を超えるなど多くの方に楽しんでいただいた。毎年教室を提供いただいている
港区施設にも材料と動画を提供し、今後の関係性維持に努めた。
23　開園50周年を機に、南地区の花壇を大幅にリニューアルした。完成後は、近隣の保育園と共にチューリップの球根を植え、花育教育を推進するとともに公園の魅力アップにつなげた。

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.6

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

施設名 10 青山公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：安全・快適な公園づくりを行う都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等
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施設名 10 青山公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：安全・快適な公園づくりを行う都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の財務状況

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

51
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

要改善事項等

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
22　手軽にボランティア活動をしたいという利用者のニーズに応え、ボランティア活動に伴う団体加入や会合出席等の心理的ハードルを払拭し、「できる日だけちょっと」「ひとりでも」という参加スタイ
ルで社会貢献できる「プチボラ制度」を始動した。小学生や野球チームの少年がリピーターとなり、2回目の緊急事態宣言が発出されるまでの3か月間で述べ90人以上が参加した。感謝の声を多数いただくと
共に、園内美化に寄与する取組となった。日頃、利用者の声に耳を傾けていることにより発案できた取組であり、今後、さらなる展開が期待できる。また、高齢化に伴い、活動が困難になっていた花壇ボラ
ンティアとコミュニケーションをとり、サービスセンターから花壇設計と管理方法を提案し、協働による花壇づくりに取り組んだ。「域外・生涯学習の場」として、公園への愛着をさらに深めていただい
た。

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
1　令和2年度利用者は約300万人（前年度比270％）とコロナ禍により激増したことから、巡回強化や掲示物・園内放送・HP・横断幕等による注意喚起、立入禁止エリアへの侵入防止柵設置、臨時駐輪スペー
スの増設等、様々な対策を行い園内の秩序維持に努めた。苦情・要望にも迅速かつ円滑に対応し、利用者に安全・安心な空間を提供した。また、警察、近隣小学校の教員、児童指導員、区役所等と一体での
巡回も展開し、地域のつながりを強化した。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 11 林試の森公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 11 林試の森公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る
2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

54
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考

＜評価の内容＞

得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

指定管理者の財務状況

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果

4.5

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

＜評価の内容＞

特記事項

【管理状況】
・万年塀の改修工事に当たっては、近隣住民との丁寧な調整が求められるが、チラシのポスティングや手渡しによる告知、園内掲示板等での案内等を通じて工事の目的や必要性について説明を重ねた結果、
3年間の工期中、苦情や要望をゼロ件に抑えることができた。
・コロナ禍で積極的な手洗いが推奨される中、利用者の声に応えるため、給排水改修不要で対候性があり、子どもの興味を引く非接触型手洗いボックスを導入し、安全・安心面の強化を図った。これにより
トイレで泥や砂でまみれた手を洗う子供が減り、課題となっていたトイレ床の泥汚れや手洗い場の排水溝の砂詰まりも解消した。

【事業効果】
・コロナ禍でイベント中止となった出合いの広場について、「こんなお花を植えたい！素敵なワンコーナー」と題し、園児たちが植えたい花を一緒に植付け、職員が作ったポットドールを設置して彩った。

要改善事項等

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞
1　来園者が増えたこともあり、事前に都と花火ルールを調整し、事前届出制の周知を強化した。希望者に対してルールを丁寧に説明し、マナーアップへの理解を深めていただいた。また、1日の利用件数を
制限したほか、警備員と職員が協力して夜間巡回を行うことで園内秩序を保ち、利用者のニーズに応えながら、近隣住民の花火行為に対する不安を解消した。さらに、夜間の不適正利用やいたずらが増える
中、夜間パトロールなど適正利用を呼び掛ける取組を積極的に行い、安全確保に努めた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

施設名 12 蘆花恒春園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：独自の魅力づくりに取組む都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等
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施設名 12 蘆花恒春園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：独自の魅力づくりに取組む都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の財務状況

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

49
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・周辺環境により徳冨蘆花旧宅や愛子夫人居宅にカビが発生しやすかったため、換気とサーキュレーターによる空気循環、アルコールによるふき取りを実施し、貴重な文化遺産の維持に努めた。

【事業効果】
・ウバユリの自然観察会について、従来の観察会形式から変更し、ウバユリの開花時期に合わせてパネル展を開催した。期間中は恒春園区域への来園者に声掛けを行い、職員が個別に定点ガイドを実施する
ことで満足度向上に繋がった。
・企画展「徳富蘆花と蘆花恒春園」について、今年度は新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から記念館内での開催が難しいため、ボランティア団体との連携で動画を作成し、Twitterで配信を行っ
た。記念館で保管している貴重な写真を用いて、初心者向けに徳冨蘆花と蘆花恒春園の繋がりを分かりやすく説明し、文豪公園としての魅力をＰＲした。動画をきっかけに興味を持ち来園された方々も多
く、新しい客層を開拓できた。
・都からの要請に基づき、ドッグラン利用者の状況（居住区市町村、移動時間、滞在時間等）調査を実施した。QRコードを現地に掲示し非接触のWebアンケート等により100件の回答を得ることができた。

要改善事項等

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.5

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

施設名 13 祖師谷公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：自然とふれあえる場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等
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施設名 13 祖師谷公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：自然とふれあえる場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B
標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

47標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

指定管理者の財務状況

評価基準

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・公園の立地から近隣地域の方のご利用が多く、様々なご意見が寄せられるが、一件ごとに丁寧に向き合い、関係機関と調整しながら改善に向けて取り組んでいる。

【事業効果】
・ボランティア団体と共同で設置している樹名板を活用した「クイズラリー」を7か月間、随時参加可能な個人型のイベントとして実施し、延べ1,000人を超える幅広い属性の方々にご参加いただくことが出
来た。

要改善事項等

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.0

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞
32　都からの要請に基づき、夜間のスケートボードエリアの実態を把握するための調査を行った。委託業者による10日間の覆面調査を行い、今後の対応を検討する材料とすることができた。
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

7
アンケートの「職員の接遇」の点数が2.4
以上3.6未満で水準どおり

×2 ○ 4

8 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

9 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

10
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

11
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

12
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

15
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

20
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

21
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

24
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

確認項目

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

3.9

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

施設名 14 日比谷公園大音楽堂 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

音楽会、舞踊、演劇、講演会、集会、式典等を開催するために都民等が廉価で使用できる
都内有数の公共大規模ホール

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞
１　大音楽堂にて開催予定のコンサートについて、多くの人が集まり感染拡大のリスクが懸念されることから「都民の声」に中止要望が複数件あったが、東京都と綿密な連携を行うとともに、主催者に対
する適切な利用指導を行ったことにより、周辺エリアでの滞留やクラスター等も発生させることなく、適正な施設の利用につなげた。

備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

安全性の
確保

評価水準 配点

都民協働の取組み

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

＜評価の内容＞

得点

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
22　「日比谷音楽祭2020」は、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ開催を中止したが、それに代わり開催予定日の5月30日に、ラジオの特別番組として「日比谷音楽祭 ON RADIO」を3時間半にわ
たり生放送で実施した。当日出演予定だったアーティストがオンライン出演し、日比谷音楽祭の意義や魅力を語っていただいたことで更なる認知度アップにつながった。また、新たな発信ツールとして
「公式YouTubeチャンネル」を開設したほか、アプリ「おうちで日比谷音楽祭」を提供し、多くの方に楽しんでいただいた。加えて、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて仕事を失った日比
谷音楽祭のスタッフを支援することを目的にクラウドファンディングも実施するなど、コロナ禍においてもできる限りの取組を行ったことで、日比谷音楽祭の意義と魅力を広くPRすることができ、併せて
日比谷公園及び音楽堂の魅力向上にも繋げることができた。



所管局による一次評価シート
○ 2

施設名 14 日比谷公園大音楽堂 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

音楽会、舞踊、演劇、講演会、集会、式典等を開催するために都民等が廉価で使用できる
都内有数の公共大規模ホール

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

25 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 1

26 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

29
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

30
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

31
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

【一次評価結果】

39点 得点

S 52点以上

A 49点以上、51点以下

B 35点以上、48点以下

C 34点以下

【確認事項】

１．財務状況

利用者満足度（利用者サービス）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.4

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

評価水準 配点 備考 得点

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

51
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

31　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、催事の中止や自粛、その後の新たな利用ルールにおける人数（来場者）制限等の状況につき、東京都と適時連携するとともに、催事を中止した利用者に
対しての使用料の還付手続き等、利用者対応について適宜適切に協力した。また、東京2020大会の延期に伴い、当初予定していた気運醸成イベントが中止となる中で、主催団体に対する対応や次年度の開
催に向けた準備、スケジュール調整等について、東京都と連携して対応した。加えて、音楽会の通年利用等、施設の利用拡大に向けた取組に関しても、東京都と連携の上、適切に対応した。

特記事項

【管理状況」
・コロナ禍においても、適切な電話・受付窓口応対を実施した。催事の中止を余儀なくされた主催団体への対応やその後の新たなルールに基づく利用指導等を適切に実施したことで、利用者からは高い評
価を得ることができた。また、コロナ禍における催事開催について、当日は定期的な巡回指導を実施することで事故及びクラスター（感染拡大）も発生させることなく、催事を開催することができた。
・建屋内トイレの水道の蛇口を自動水洗化した。また、主催者が利用する楽屋やトイレ等の抗菌処理や、非接触型の温度計、ペダル式の消毒液スタンド、空気清浄機の設置など、利用者の感染リスク軽減
に努めた。

【事業効果】
・大音楽堂の利用促進をPRするためマスメディアを活用し、各種雑誌やガイドブック、テレビ番組で取り上げられた。また、日比谷公園と連携してPR動画を撮影するなど、積極的にPRに取り組んだ。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 0

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 0

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 0

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る
2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

都民協働の取組み

自主事業の取組み

適切な財
務･財産管
理

＜評価の内容＞

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

＜評価の内容＞

配点

評価水準

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

配点

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

備考

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

得点

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

評価水準 得点

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

戸山公園

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：適正な利用を確保した安全・快適な都立公園
３：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

安全性の
確保

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

備考

得点

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

3　箱根山地区において排水施設の一部に適正な管理がなされていなかったため、排水不良による苦情を招くとともに都の調査にも支障をきたした。
4　外周部に位置し、道路側に傾斜していたサクラが長雨の影響等もあって倒木し、通行人が怪我をする事故があった。グループ内での事故情報の共有及び緊急点検を行い、類似条件の樹木剪定を行い再発
防止を図った。
9　臨時的営業に伴う占用者指導について不適切な点があった。

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

4.9

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

配点

＜評価の内容＞

備考 得点

評価水準

評価水準

評価水準

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

施設名

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

管理状況

適切な管理
の履行

配点

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

法令等の
遵守 各種法令等の遵守

・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

備考

備考

＜評価の内容＞

得点

事業効果

配点

15

事業の取組
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公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針戸山公園

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：適正な利用を確保した安全・快適な都立公園
３：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

施設名 15

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下 B44

評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

配点

指定管理者の財務状況

＜評価の内容＞

利用者の
反応

要改善事項等

評価基準

標準点

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

事業効果

特記事項

【管理状況】
・日頃の巡回や24時間警備によってホームレスの適正利用の指導、自立に向けた説得を実施した。コロナ禍で新規流入者が増加したものの、対応を強化することにより滞留を防ぎ、テント０を継続した。

【事業効果】
・コロナ禍のため、都民協働による「内藤とうがらしづくり」に代えてコキア植栽による魅力スポットの創出やミニほうきキットの配布、流鏑馬に代えて近隣博物館等と連携した「箱根山の魅力と流鏑馬
展」等を実施した。
・「防災フェスタ」等の普及啓発イベントに代えて、近隣の日本語学校5校、延べ3,000人以上に日本語・英語版防災パンフの配布、防災の展示会を実施するなどの対応を行った。

一次評価結果

配点 備考 得点

行政目的の
達成

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

評価水準

評価水準

4.7

4.8

得点備考

4.6

4.5
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
22　新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で、ミニギャラリー作品展を開催。地域の愛好家から譲り受けた貴重な昆虫標本とともに生態展示等を行うなど内容に工夫をこらし、公園の魅力を大いにPR
した。地域とともに企画立案、作品募集、展示を行うことにより、地域コミュニティの活性化にも寄与している。また、おもてなし花壇では、子どもたちと作る・育てる花壇を創出。固定のボランティアに
こだわらない、気軽に参加できる新たな協働の仕組みを築き、他の公園にも波及させた。

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

＜評価の内容＞
6　ボランティア団体と連携して行った植物モニタリングで日向地・日陰地区画を明確化し、希少植物の特徴紹介と立入禁止のサインを合わせたサジェストPOPを設置した。希少植物保全のための立入禁止機
能だけでなく、詳細な植物情報を記載することで、来園者の関心を高める普及啓発も同時に実現している。また、NPOと連携した生態調査や「ブルーギル」2,300匹以上をはじめとした外来種の駆除を実施す
るなど、生態保全が図られている。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.9

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

施設名 16 善福寺公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等
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施設名 16 善福寺公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る
2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

指定管理者の財務状況

特記事項

【管理状況】
・劣化したベンチの交換、塗装等の補修、トイレ・園路・掲示板の清掃等をこまめに行い、利用者目線での細やかな気配りで常時園内を清潔にし、快適な空間を保った。

【事業効果】
・発信力も歴史もある自然保護団体と連携を強化し、野鳥や公園の魅力について情報共有と発信を繰り返すことで、新たな公園ファンの獲得とブランド力の向上に寄与した。
・コロナ禍における健康増進のため、ウォーキングコースの見直しを図り、案内版や距離表示を設置した。「上池1000mコース」「下池500mコース」等、新たに3コースを設定し、それぞれにカワセミやスイ
レン等散策の楽しみを盛り込み、多様なニーズに応えた。
・プロ野球チーム監修のキャッチボール教室は中止せざる得なかったが、感染症対策を万全に行った上で、用具の貸出や、プロ野球チーム監修の「正しいスローイング」のちらしやSNSでの紹介、情報発信
を行った。コロナ禍においても、安全性を最大限に考慮し、利用者の健康増進に寄与するとともに、公園への愛着や次年度以降の開催イベントへ向けた機運の醸成がなされた。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

51
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

評価水準 配点 備考 得点



所管局による一次評価シート
○ 2

【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
1　開園に際して、従前、区の開放部分で行われていた行為（ラグビー、少年野球、サッカースクール等、都立公園では禁止されている利用形態）について、東京都と協議して利用ルールを策定し、区とタ
イアップして、HPやSNS、掲示板等を利用して広範囲にわたり事前周知を行うとともに、開園後1週間はマナーアップキャンペーンとして、花の種を添えた利用ルールガイドを750セット配布し、新たな利用
ルールの浸透に成功した。
2　開園準備として、枯枝や掛り枝の除去、芝生上のガラス片等の除去、草刈・清掃、感染症対策等を前倒しで積極的に実施し、安全性・快適性を高めたうえで開園を迎えた。開園直後より不具合が生じた
富士見ヶ丘口の坂道の縁石について、造園業者と対応策を検討のうえ補修を実施し、東京都にも方策について提案を行った。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

14　近隣住民からの夜間の防犯や迷惑行為への懸念を受けて、深夜帯の実態調査や警察との連携により夜間巡回等の対策を行い、犯罪や迷惑行為等を防止するとともに、一連の対策について、近隣住民へ丁
寧な説明を行った。また 芝生についても、開園当初は小石などの散乱が見受けられたが、根気強く熱意をもって管理し、現在は安心して遊べる広場となっている。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.6

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 17 高井戸公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 17 高井戸公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 2

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

.

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

54
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

30　近隣小学校の生活科とのコラボ授業を展開し、公園のコンセプトやルール、地域における防災上の役割等を紹介し、公園への理解や愛着を深めるとともに、協力関係を構築した。また、区・警察・消防
との日頃の情報共有や連携によって、区の管理地や未開園地等の倒木、不法投棄処理にも迅速に対応し、事故や苦情の未然防止に繋げることができた。

特記事項
【事業効果】
・利用者ニーズや感染症対策を踏まえ、緑陰及び休憩舎の不足を解消するため、園内6箇所によしずによる日陰のくつろぎスペースを設置した。来園者に快適にくつろいでもらうことができ、3密解消にも大
きな効果があった。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 2

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
23　風車広場に親子のくつろぎ空間を創出する「うきまガーデンカフェプロジェクト」を立ち上げた。民間企業やNPOなど5団体と組織する「チームUkiUki」準備委員会を組織し、クラウドファンディングを
実施（支援金58万円）。支援金で購入したチューリップ球根1万球の植付けワークショップでは、新たに募ったボランティアや近隣保育園等延べ380名の協力を得た。また、くつろぎツールの設置検討として
プレガーデンを開催し、遊具メーカーの協賛を受けて参加者にくつろぎツールを体験してもらい、参加者から約400の声を収集した。地域からも大きな反響があり、公園が新たな地域コミュニティの中心と
して機能すべく広く期待が寄せられている。

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

＜評価の内容＞
1　公園に隣接する都道上において、20年以上にわたり桜花期に出店していた不法屋台約10台を、警察署、区、建設事務所への積極的な情報提供と協力依頼により連携して適正化し、美観保持、歩行者及び
来園者の安全確保を実現した。
2　利用者のニーズに応え、昨年度洋式化した全ての便器に可動式の幼児用便座を設置し、利便性・快適性を向上させた。また、運動施設の全てのシャワーヘッドを節水型に切り替え、結果として公園協会
が管理する全施設に横展開した。
6　外来種回収ボックスを設置し、釣り人などにチラシ・呼びかけにより広く協力を求め、従来は池にリリースしていたブルーギル等の外来種を回収し、210kg以上を駆除した。回収した外来種は廃棄せずコ
ンポストで堆肥化し、花壇にすき込むことで生態系の循環を図っている。同時に、在来生物の展示やSNS、チラシ配布等も実施し、生物多様性への理解と公園への愛着を広げている。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞
13　新型コロナウイルス等の感染症対策の一環として、テニスコートでのクラスター発生を想定したＢＣＰ訓練を実施した。その直後に陽性反応者のテニスコート利用歴が発覚した際には訓練の成果を発揮
し、課題や効果を他公園にも波及するなど、感染拡大防止に寄与した。

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.8

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

施設名 18 浮間公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等
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施設名 18 浮間公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

指定管理者の財務状況

特記事項

【事業効果】
・近隣４保育園と協働で「おさかな美術館」を開催した。感染症対策のため内容を変更し、移動型水族館として、浮間ヶ池の在来種が入った水槽を各保育園へ貸し出した。また、この時に園児が描いたス
ケッチを入口広場に掲示することで、園児や多くの来園者に公園への愛着を深めてもらうとともに、自然豊かな公園の魅力を伝えた。
・公園の魅力のひとつである野鳥について、テーマ別フィールドミュージアムガイド「いろいろなトリにであえるこうえん」を作成した。イラストや文章を平易にし、文字に振り仮名を振ることで小学生で
もわかりやすい野鳥観察セルフガイドツールとなった。一方で、愛鳥家による日々の野鳥の飛来情報の収集・発信は、非常に専門的な内容となっており、幅広いターゲットに向けて公園の話題や魅力を提供
できるポテンシャルがある。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

56
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

S評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 0

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20　アートイベント「東京五感公園」について、コロナ禍のため実施方法を模索し、WEB上でのアート体感に変更して開催した。３密防止のため、作品を展示しては撮影、撤去を繰り返し、編集した合計56
の動画等をTwitter、facebook、Instagram等で展開し、多くの反響があった。コロナ禍においても地域のムーブメントを持続させ、次年度につなげる結果を生み、さらなる地域の連携強化、公園のブランド
ポイントを創出している。また、自然観察会に代えて、季節ごとの公園の魅力が詰まった「ヴァーチャル体験ツアー」の動画を作成してTwitterで多方面に発信し、自宅でも公園の魅力を感じられるようPR
した。
22　ボランティア団体と協働で、ニリンソウ群生地における毎週の園内モニタリングと、毎月の草刈り、除草等を実施した。毎月2回レポートを発表し、希望者にはレポートを配布するなど、公園のシンボ
ルといえるニリンソウ群生地のPRや、その保全に係る普及啓発に寄与している。また、ボランティアの高齢化により団体の存続が危うくなっていることから、次世代リーダー候補を育成する「ボランティア
担い手作り講座」を実施し、最終的に2名が修了した。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞
17　文書の取扱いに不適切な点があった。グループ内での事故情報の共有及び研修等で文書の取扱いについて注意喚起を行った。

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.8

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 19 赤塚公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 19 赤塚公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

51
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項
【管理状況】
・ニリンソウ自生地や武蔵野崖線沿いの自然をより多くの方々に堪能していただくため、車椅子利用者と約1kmの舗装ルートを実走して課題を改善し、新たなバリアフリールートを設定した。また、ニリン
ソウ自生地である大門地区までの簡易バリアフリーマップを作成するなど、障がいをお持ちの方にも安心して公園を利用できる環境を提供した。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 0

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
21　Twitterをほぼ毎日更新し、園内の自然情報をタイムリーに発信した。サービスセンターで実施した、カラスアゲハ等が幼虫からさなぎになり、そして羽化していく様子を観察できる生態展示も配信す
るなどし、フォロワーは前年比210％となる約2,000人となった。外出自粛の状況下でも着実に、公園の自然や魅力を広域的にPRした。また、園内のブラックボード等で旬な情報を提供する「Nature
information」と「見ごろの生き物マップ」を毎月更新し、要望の多かったマップはハンディ版を用意するなどして、公園のファンを増やした。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
5　枯れ枝の落枝により、区指定名所旧跡である姫塚ほこらが破損した。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 20 石神井公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 20 石神井公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

50
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

32　「石神井公園自然情報連絡会」等にて、東京都の「石神井池かいぼり事業」や「未開園地整備事業」等に関する調整も進め、幅広い意見収集や、多様な主体の合意に繋げることができた。また、SNS等
を活用して、都事業の目的や成果を積極的にアピールするなど、支援・協力を行った。

特記事項

【管理状況】
・週末には1日3万人が来園するなど、コロナ禍における公園需要の高まりを踏まえ、従来の平面の看板掲示ではなく、立体的で自由に設置可能で、歩行中の利用者でも目が向きやすいフレキシブルサイン40
基をいち早く設置した。また、巡回における声掛け、園内放送、掲示板、HP、SNS等を使用し、園内利用者へ感染症対策に関する意識啓発を積極的に実施。駐車場・運動施設の閉鎖に当たっても迅速に対応
し、滞りなく措置を完了した。

【事業効果】
・NPOやボランティアとの連携により「三宝寺池自然誌学校」を開校。感染症対策として規模を縮小し、パネル展示をメインに、幅広い世代に生物多様性や外来種防除の取組等について普及啓発をするとと
もに、外来種の駆除を行い生態環境を改善した。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
23　近隣3公園合同イベント「キッズチャレンジ」やアートイベント「サンドアートフェスティバル」、クリーンアップキャンペーン「焼き芋大会」を開催した。3公園連絡協議会を主導し、共催者の区立・
県立公園でも都立公園レベルの感染症対策を実践してもらい足並みを揃えたほか、完全予約制を導入するなど、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して安全・安心に運営を行い、新しい日常における公園
の楽しみ方を多くの利用者に積極的に提供した。また、地域の子育て団体との協議会も活用し、情報共有や一連の対応における連携を図った。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
6　「チョウの里」に、新たに季節ごとの吸密植物15種を配置し、希少なジャコウアゲハ等が集う空間を創出した。また、ボランティアと協働したカントウタンポポの保全では、選択的除草エリアを約
27,000㎡に拡大。さらに、カブトムシ等の生育環境の向上やカワラナデシコの育苗を行うとともに、SNS等を通じて普及啓発を行った。昆虫・植物等、園内全体のの生物多様性の確保・保全活動がさらに推
進・拡大されている。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.9

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 21 大泉中央公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 21 大泉中央公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

51
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項

【管理状況】
・隣接する朝霞駐屯地が東京2020大会の射撃競技会場であることから、インバウンドを意識した「和」のおもてなし空間を創出し、フォトスポットとして人気になった。
・園内案内板の補修に合わせ、3つのジョギング・ウォーキングコースを新設し、利便性向上とスポーツ機運の醸成に繋げることができた。

【事業効果】
・中止になった自然観察会に代えて、チョウ類やキノコ類を紹介したシリーズものや「360°カメラ」による紅葉映像など、Twitterによる情報発信を強化した。また、民間企業と共同制作した正しいウォー
キング・ジョギングの紹介動画を配信し、健康増進に寄与した。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 2

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 0

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
21　公園パンフレットや樹木観察マップのQRコード化、サービスセンターでのタブレットガイドを運用開始した。また、点字パンフレットを作成して無料で貸し出す取組を行い、障害のある方にも利用して
もらえるよう図った。
23　「はけの自然とくらしオンラインフォーラム」を初開催、国分寺崖線の保全と活用を協働で進めるために、行政、企業、大学、市民団体など20団体と新たな連携を構築した。

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

都民協働の取組み

自主事業の取組み

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
14　5月に園路のクラックが原因の自転車転倒があり、その後補修している。路肩部分が若干傾斜しており、早期の対応をすべき箇所であった。

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

安全性の
確保

＜評価の内容＞

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞
4　令和2年度に急激に広がったナラ枯れ被害について、被害樹木の調査にとどまらず、近隣大学等研究機関との連携により、被害状況の広域な実態の把握と対策検討を行い、枯損樹木については来園者の安
全確保を第一に優先順位を決めた上で、効果的な対応を実施した。ナラ枯れ自体は、広域的な情報の共有や対策が重要なため、いち早く研究機関との連携をとったことは評価に値する。
6　園内のサクラ（園芸種）は、すでに入手不可能な品種も多くあるため、サクラのひこばえを移植したうえで養生し、後継樹育成に取り組み、希少な品種を途絶えさせないよう努めた。

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.6

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設名 22 武蔵野公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
４：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
５：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園



所管局による一次評価シート
○ 2

施設名 22 武蔵野公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
４：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
５：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の財務状況

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

51
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・独自開発したパークモニタリングアプリを活用して公園情報を一元化し、施設の不具合や生き物の情報をデータベース化した。今後これらのデータベースを幅広く活用し、希少生物の保全、施設・樹木の
維持管理さらには広報・PR等への活用などより質の高いサービスの提供につなげていくことが期待される。
・雨水排水施設の管理および、野球場のグラウンド整備については、よく配慮された管理が行われており、今後も継続されることを期待する。

要改善事項等

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

＜評価の内容＞

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

＜評価の内容＞
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 2

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
21　コロナ禍でも公園パンフレットをQRコード化するなど工夫し、非接触による散策の案内を行うとともにパークレンジャーによる解説動画公開や、専門団体による写真展など、公園の魅力を発信する取組
を行った。
22 市民団体や企業、大学、地元自治体などと協働で、雑木林の林床保全や植生再生の取組を実施。絶滅危惧種の分布域が拡大するなど、成果が表れている。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
4　令和2年度に異常発生したナラ枯れ被害について、大学研究者、地元保護団体との連携を取りながら、詳細な調査を実施し、大径木化した被害木について、速やかな対応を進めるとともに、トラップ等の
設置により拡散防止対策を試みるなど、多角的な対策を実施した。
6　浅間山を象徴する植物12種を選定し、分布と株数の全山植物調査を実施。地元自然保護団体等と協働で策定した「保全管理ガイドライン」に沿って保全管理を継続し、キンランやムサシノキスゲなど絶
滅危惧種の株数の増加を着実に実現している。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 23 浅間山公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 23 浅間山公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 2

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

51
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

30　ナラ枯病の急速な感染拡大に際し地元府中市等と綿密に情報交換しさらなる拡大防止のための取組を通じて新たな連携の構築を図った。今後も市内の周辺の公園での発生状況等を共有し、様々な取り組
みが期待される。

特記事項
【管理状況】
・独自開発したパークモニタリングアプリを活用して公園情報を一元化し、施設の不具合や生き物の情報をデータベース化した。今後これらのデータベースを幅広く活用し、希少生物の保全、施設・樹木の
維持管理さらには広報・PR等への活用などより質の高いサービスの提供につなげていくことが期待される。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.2

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 2

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
21　公園マップ、バリアフリーマップなどをQRコード化し、利便性向上に努めた。また、犬のマナーアップキャンペーンのウェブサイトをリニューアルし、常時マナー啓発が可能となった。
22　コロナ禍での新たな活動ルールを定め、安全意識の共有を図った上で、新しい様式でのボランティア活動を再開した。また、社会科見学や学校授業などの受け入れに際しては、動画での授業や屋外で分
散しての活動実施など、コロナ禍でも対応できるよう工夫を凝らした。さらに、お互いに初の顔合わせとなる複数の近隣学校と懇談会を開催して情報交換を行い、今後の連携に向けた足がかりを作った。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
2　１号トイレ改修時にセンサー式洗浄機導入および扉の揺れ防止ストッパーを設置した。また、テニスコートの使用中止期間を有効活用し、コンデション向上のための整備を実施した。
4　多摩地域の公園でナラ枯れ被害が一番多く発生したが、広域的な情報の共有や対策が重要であるため、近隣大学等研究機関と連携して早期の被害樹木の調査を実施するとともに、来園者の安全確保を第
一に優先順位を決めた上で、伐採及び剪定等の対応をいち早く進めるなど、被害拡大防止を図った。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

14　木道（自然観察園）の床板が老朽化に伴い劣化しており、都による改修工事が必要な箇所もあるものの、当面の修繕として、木製根太の一部鉄製への交換、踏み板をコンパネ等で細かく補修するなど、
コロナ禍で歩行者が増える中で安全確保に尽力した。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.6

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 24 野川公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
４：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 24 野川公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
４：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

55
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項

【管理状況】
・独自開発したパークモニタリングアプリを活用して公園情報を一元化し、施設の不具合や生き物の情報をデータベース化した。今後これらのデータベースを幅広く活用し、希少生物の保全、施設・樹木の
維持管理さらには広報・PR等への活用などより質の高いサービスの提供につなげていくことが期待される。
【事業効果】
・走り幅跳びの世界記録とバッタの飛翔距離を比較・体幹し、子供たちが楽しみながら学ぶことができる「ネイチャーチャンピオン」や世界各国の花でおもてなしをする「ワールドガーデン」などのプログ
ラムを実施し、東京2020大会への機運醸成を図り、好評を得た。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 S評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
22 緑道ガーデンパートナーの登録更新時に、パークコーディネーターが活動の様子や要望のヒアリングを実施している。グリーンアドバイザーの資格を持つスタッフが花壇づくりの相談に乗るなど、コロ
ナ禍でも着実なサポートを実施し、今後も有効な緑道の管理手法としてのさらなる展開が期待できる。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
5　年間を通じて度重なる地元からの樹木剪定要望等に対して、丁寧かつ迅速な対応に努めた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

14　地元要望を受け、道路横断時の滞留を考慮した園路改修を行うとともに、近隣駅付近のスロープをバリアフリーに配慮して改修し、利用者の安全確保の向上に努めた。いずれも速やかな対応を行い、改
修内容と合わせて、即時性も高く評価できる。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.2

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 25 狭山・境緑道 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：水と緑のネットワークを形成する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 25 狭山・境緑道 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：水と緑のネットワークを形成する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 2

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

45
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項
【管理状況】
・独自開発したパークモニタリングアプリを活用して公園情報を一元化し、施設の不具合や生き物の情報をデータベース化した。今後これらのデータベースを幅広く活用し、希少生物の保全、施設・樹木の
維持管理さらには広報・PR等への活用などより質の高いサービスの提供につなげていくことが期待される。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

.

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.2

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.0

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
21　犬のマナーアップキャンペーンサイトを大幅リニューアルし「PARK LIFE with DOGS」サイトとして常設化した。公園マップほか3種類のマップや、アンケートのQRコード化が利用者の評価を得ている。
22　「玉川上水緑道保全活用ガイドライン」作成のため、コンサルティング会社や市民団体と連携し、現地確認会や懇談会を重ねて実施。利用と保全のバランスを考慮したガイドラインをエリアごとに策定
することとし、今回幹線道路と隣接し道路整備後の管理方針の策定が急がれる杉並区エリア版を策定した。今後も他のエリアへの展開、ガイドラインに沿った緑道の保全、活用が期待できる。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
6　関係団体等と共通認識をもって管理する基本指針となる「玉川上水保全活用ガイドライン」を作成。水と緑の環境保全と住宅や道路に近接する緑道の利用と保全を課題としつつ、キンラン共生株の移植
やクワガタムシ産卵木の更新作業を実施することで、絶滅危惧種の生息環境の創出を図った。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.5

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 26 玉川上水緑道 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
２：自然とふれあえる場となる都立公園
３：独自の魅力づくりに取り組む都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 26 玉川上水緑道 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
２：自然とふれあえる場となる都立公園
３：独自の魅力づくりに取り組む都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

49
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項

【管理状況】
・独自開発したパークモニタリングアプリを活用して公園情報を一元化し、施設の不具合や生き物の情報をデータベース化した。今後これらのデータベースを幅広く活用し、希少生物の保全、施設・樹木の
維持管理さらには広報・PR等への活用などより質の高いサービスの提供につなげていくことが期待される。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.1

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.1

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20　非接触型企画「ディスカバリーワードラリー」を国分寺市ふるさと文化財課との共催で初開催し、公園内外の6拠点をめぐってもらいながら地域の自然や歴史文化の魅力を発信した。また、キッズプロ
グラム「あそブンの森」はリニューアルして園内全域を会場とし、落ち葉や自然素材でリースを作るプログラムでクリスマスを盛り上げるなど、コロナ禍でもプログラム内容を柔軟に検討して公園の魅力向
上に取り組んだ。
23　例年実施している「Sunday Park Cafe」では、産官学民の地域の関係者とともにオンラインミーティングを行い、コロナ禍に即した形で実施するため企画調整するなど、様々なプログラムを企画・工夫
して展開した。また、子育て世代応援音楽イベント「PICNIC HEAVEN」はライブやトークショーなどを動画によって家で楽しんでもらえるよう配信するなど、利用者の「あったらいいな」の実現に努めた。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
2　野外放送機器の総点検を行い、必要な部品交換を行うことで、施設の長寿命化を図ることができた。公園施設は故障したら対応する事後保全対応の傾向が強いが、放送機器については、緊急時の園内放
送など、故障した場合の影響が大きいため、事前対応による予防保全を行ったことは評価できる。
6　侵略的外来植物の選択的駆除を実施。また、「武蔵の池」再生プロジェクト第3段として、地域企業や学校と連携して水質調査や生物保護を行い、一部に多自然型護岸を導入するなど、水質改善や生物多
様性向上に取り組んだ。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.5

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 27 武蔵国分寺公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：自然とふれあえる場となる都立公園
３：独自の魅力づくりに取り組む都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施



所管局による一次評価シート
○ 2

施設名 27 武蔵国分寺公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：自然とふれあえる場となる都立公園
３：独自の魅力づくりに取り組む都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

54
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項

【管理状況】
・独自開発したパークモニタリングアプリを活用して公園情報を一元化し、施設の不具合や生き物の情報をデータベース化した。今後これらのデータベースを幅広く活用し、希少生物の保全、施設・樹木の
維持管理さらには広報・PR等への活用などより質の高いサービスの提供につなげていくことが期待される。
・つつじ階段の補修を実施した際に、黄色タイヤ付ノンスリップタイプを採用し、安全性の向上を図った。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

21　公園マップをQRコード化し、利便性を向上させた。また、パンフレットボックス付きの掲示板を設置したことで、イベント情報の発信のほか、レンジャーミニ図鑑、セルフガイドシートなどの自然情報
を発信、配布できるようになり、発信力向上に繋がった。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

14　園内の整備法面の崩壊による土砂流入状態を改善するため、補修工事を実施して施設の安全性向上を図った。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.3

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 28 東伏見公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 28 東伏見公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

46
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項
【管理状況】
・独自開発したパークモニタリングアプリを活用して公園情報を一元化し、施設の不具合や生き物の情報をデータベース化した。今後これらのデータベースを幅広く活用し、希少生物の保全、施設・樹木の
維持管理さらには広報・PR等への活用などより質の高いサービスの提供につなげていくことが期待される。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

20　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベント形式での実施を変更し、セルフガイドシートやSNSでの配信を実施。参加者が自宅でできる「おうちで防災」を掲げ、防災グッズや防寒についての
知識を得られるコンテンツをFacebookなどで配信した。
22　園内11カ所の花壇を「六仙公園花ボランティア」と連携して管理し、来園者にも好評だった。また、公園ボランティアと「パークモニタリングシステム」を継続。密な連絡体制で、コロナ禍で来園者が
増えた状況でも、安心安全な公園づくりに繋がっている。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.3

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 29 六仙公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施



所管局による一次評価シート
○ 2

施設名 29 六仙公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 2

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

49
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

30　地元自治体や消防署、地域関係者と連携した防災キャラバン実行委員会をオンラインにて定期開催。地元FM局と連携し、地域防災を考えるラジオ番組「防災キャラバン」に発展させ、地域の防災力向上
に貢献している。こうした地道な地域コミュニティの核を復活させる取組から、今後さらに公園の魅力向上につながるイベントの充実、展開へとつなげていくことが期待される。

特記事項

【管理状況】
・独自開発したパークモニタリングアプリを活用して公園情報を一元化し、施設の不具合や生き物の情報をデータベース化した。今後これらのデータベースを幅広く活用し、希少生物の保全、施設・樹木の
維持管理さらには広報・PR等への活用などより質の高いサービスの提供につなげていくことが期待される。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

;
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

20　3日間に分散開催した「Park  Sports  Day」は、消毒・体調チェック、リストバンド着用等、感染対策をしながらヨガ、親子ボール遊び、はらっぱスポーツなど全12種のプログラムで親子がふれあい体
を動かせる機会を創出し、秋には屋外で「太極拳で健康作り体操」を実施する等、コロナ禍でも地域の交流、健康づくりの拠点を提供した。
21　コロナ禍でもタイムリーな情報発信に努め、犬のマナーアップページ新設、SNSへの相互リンクやHPを通した情報発信を強化した。また、様々な利用者が手に取り楽しめるよう公園マップのリニューア
ル、点字パンフレット、ネイチャービンゴやレンジャーミニ図鑑などセルフガイドツールを充実させた。さらに、オリジナルの画像やイラストを用いて見やすい「多摩部の公園周遊マップ」「公園のいきも
の図鑑」など、公園の魅力をアピールする新たなツールを作成した。
22　コロナ禍においても学生ボランティアとオンラインでミーティングを行い、非接触型の親子プログラム等の企画提案を受け、協働して体験型セルフプログラムの「KIDS DAY」を開催し、好評を得た。ま
た、コロナ禍で中止した連続講座に代え、感染症対策を徹底して土つくりの基本をテーマにした講座「ガーデニングDay」を実施し、専門講師、ガーデンサポーター、連続講座参加者との交流と協働による
花壇づくりを推進した。

＜評価の内容＞

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

2  側溝の特別清掃を年3回実施するとともに、フェンス支柱の交換と合わせて、基礎部の土砂堆積対策を実施した。また、駐車場ではピクトグラムやセンターラインを追加することで、分かりやすさの向上
や事故リスクの低減に寄与した。
6  例年行っているヤマアカガエルの卵塊を、今年度は期間を長くして亜成体になって上陸するまで保護し、約1万匹を自然に返すことができた。また、公園隣接地で希少種のショウリョウバッタモドキ(南
多摩：絶滅危惧Ⅱ類)の良好な生息地を初確認。エコロジカルネットワークの視点で効果的な維持管理を行い、希少種の生息域拡大に繋げた。

評価水準

施設名

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

事業効果 事業の取組

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

備考

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

管理状況

適切な管理
の履行

配点

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

法令等の
遵守 各種法令等の遵守

・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

備考

得点

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

配点

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

安全性の
確保 緊急時対策・対応

・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

配点評価水準

30 陵南公園

4.4

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

備考評価水準

評価水準

評価水準

＜評価の内容＞

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

適切な財
務･財産管
理

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

得点

得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

得点配点

備考 得点配点

備考

＜評価の内容＞

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等
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施設名
１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

30 陵南公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の財務状況

事業効果

特記事項

【管理状況】
・遊具法定点検でC判定の遊具（上半期1基、下半期1基）について、即時封鎖と早急な修繕を実施。パーゴラのルーバー及び縁台の改修では、防腐処理を施した国産木材を使用し、塗料を耐久性の高いシリ
コン製塗料を使うことで施設の長寿命化に繋げることができた。
・年間管理に加えて園内各所の下枝・実生木処理を行い、これまで鬱蒼としていた空間を光が入る明るい場所にすることで、来園者が安心して過ごせる園内環境を提供できた。野球場の全自動芝刈機を継続
運用、均一な刈高を維持し、品質の高いスポーツ施設を提供することができた。
・パークモニタリングアプリの休憩施設管理データベースをもとに「国産木材を使用したベンチ・野外卓の更新/改修計画書」を作成した。また園内の休憩施設について、予防保全の観点から蓄積データを
活用して、修繕サイクルが来る前に先行して点検や修繕を実施するなど一歩進んだ活用ができた。
・2回目の緊急事態宣言により地域との防災訓練が中止となったため、公園に隣接する近隣8町会に対して「防災アンケート」を実施。地震災害時の町会の対応や公園への防災に関するニーズをヒアリング
し、発災時の対応をより具体的に計画に反映した。さらに「ぼうさいウィーク」として3月下旬の2週間で「防災ガイドブック」を配布し、園内防災施設について多くの来園者に伝えることができた。
・園路のクラック調査を行い、確認されたクラック発生個所を早期補修（モルタル充填）し、施設の安全向上を図った。
・台風による避難指示を想定した「豪雨災害対策計画書」を作成。地域の4つの防災関係機関に共有し、発災時の連携を強化することができた。また発令時の公園の動きについて園内に掲示を行い、近隣町
会にも周知した。発令時を想定した園内10箇所の入口封鎖シミュレーションを行い、実際に起こった際のスムーズな運用につなげることができた。

【事業効果】
・スポーツイベントでは地域で活躍するインストラクターを講師に5種のフィットネスプログラムを実施。健康づくり促進プログラムに延べ300人以上が参加し大変好評であった。また、「パークマルシェ」
により、イベント参加者だけでなく他の来園者にも楽しんでいただいた。さらに、オリジナルグッズ「むかしむかしの陵南公園ものがたり」を作成、公園の歴史とオリンピックレガシーを多くの来園者に伝
えることができた。
・地元連合町会主催「コロナ禍での避難所運営訓練」など地域行事に積極的に参加。自治体、町会、消防署とコロナ禍での対策や取組みについて情報交換を行ない関係を深めた。また,地元警察署と公園の
駐車場の待機車両が道路にかかる件について協議するとともに、地域の一員としてテロ対策訓練に参加する等、連携を強化した。

標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下 A

評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

要改善事項等

評価基準

標準点

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

一次評価結果

行政目的の
達成

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

54

4.5

4.5
利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

得点備考

＜評価の内容＞

C+1点以上、A-1点以下

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

配点 備考 得点

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

利用者の
反応

＜評価の内容＞

配点評価水準

評価水準

4.5

4.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 2

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る
2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 31 小宮公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.4

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
4　9月頃から確認されたナラ枯れの被害調査を園内全域を対象に4回実施。60本以上の被害木を確認し、優先順位を定め20本以上の伐採を実施。来園者の安全確保に努めた。
6　埋土種子再生、ハンノキ育成、両生類保全等の生物多様性保全に取り組んだ。また、ボランティアと協働の野草保全区13か所で、コロナ禍でもモニタリングと基本的な維持管理作業を実施した。特にワ
ダソウ保全区では、前年度大径木を伐採した後で丁寧な下草刈を実施し、前年度数株だったワダソウが200株近く開花した。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営
事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20　5年目となる「四季＊はなウイーク」は花めぐりワードラリー「夏・秋・早春編」などを手づくりし、レンジャーミニ図鑑4種、ネイチャービンゴシート6種、ミニミニフィールドノート3種等を展開し
た。また、七夕イベントは三密回避を図るために１ｍ高ほどの竹を用意し、未就学児にも短冊を飾ってもらう等の工夫を凝らしてイベントを実施した。イベントには延べ9,116人が参加し、コロナ禍でも公
園の魅力を発信、来園者の満足度を向上させ、利用促進に繋げている。
21　公園の最新情報をHPで更新し、本年度は昨年度59,334件を上回る87,677件のアクセスがあった。5月の緊急事態宣言解除後にfacebookページを充実し、年間66回更新、閲覧数が増え広報媒体の活用を
図った。また、オリジナルの画像やイラストを用いて見やすい「多摩部の公園周遊マップ」「公園のいきもの図鑑」を作成し、公園の魅力を広めた。
23　コロナ禍においても非接触型で感染防止に配慮しながら「雑木林ホール魅力アッププロジェクト」を展開。生き物なぜなぜウイーク」は投書、Web、メール等で質問募集、パークレンジャーが多摩部4公
園、市民センター、小学校等に掲示・HP・動画配信等で回答し、雑木林ホールでの回答展示では親子の関心を高め、自然観察や散策の情報源となった。また、定期開催要望の多い「冬＊カフェDaｙ」は6回
開催し、キッチンカーには感染対策のチェックシートを用意するなど感染症拡大に注意を払いつつ、定番の「焚き火台」、ブックコーナー、落ち葉プールなども提供して来園者の満足度向上に努めた。
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施設名 31 小宮公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

評価水準 配点 備考 得点

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

53
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項

【管理状況】
・毎年実施している犬のマナーアップキャンペーンをwithコロナで展開。キャンペーンサイトに「公園でお散歩ワンポイントアドバイス」を掲載し、オンラインで広くマナー啓発を行い、ペット情報サイト
「equall LIFE」では愛犬と公園を楽しく利用するための情報を紹介した。さらに犬のフンや毛の放置された場所に「イエローカード」により警告する作戦を昨年度に続き継続実施。ベンチや卓上に犬をの
せる利用を防ぐため、利用率の高いベンチに注意看板を設置したことで、犬についての苦情、フンの処理は激減した。
・排水施設である側溝の特別清掃を年3回実施。園内階段の蹴上部分の調整。
・2回目の緊急事態宣言により中止となった地域共催ベントの代替として、非接触型で三密回避のうえで園内の防災施設をセルフで回ってもらう防災クイズラリーを実施。また、八王子市防災課と連携し、
今年度更新された「八王子市防災ガイドブック」の中から、自宅付近の避難場所を改めて確認してもらうためのハザードマップを展示し、発災時の対応を確認する機会を提供した。
【事業効果】
・新型コロナウイルス感染防止策を踏まえたボランティア活動ルールを新たに作成。継続した維持管理が必要な箇所に限定し、少人数での活動を実施。CSRも感染症対策をしたうえで積極的に受け入れた。
これにより公園の見どころである山野草の保全や花畑の整備、自然情報の提供が継続して行われ。感染症防止を徹底した中でのボランティア活動に、のべ780人が参加。協働での公園管理運営ができた。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 2

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 32 滝山公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.3

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
4　9月頃から確認されたナラ枯れの被害調査を園内全域を対象に4回実施。50本以上のナラ枯れ被害木を確認し、優先順位を定め10本以上の伐採を実施した。来園者が安心して利用できる安全確保に努めて
いる。
6　両生類の希少種のうち「絶命寸前の種」に選定されたアズマヒキガエルを隣接の民地から譲り受け、幼体の育成後に公園内に放ったところ、亜成体の繁殖活動の確認に成功した。また、園内で絶滅した
種を埋土種子から再生させるプロジェクトでは、湿地保全に取り組み、ミズニラ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類)の育成地を復活させる段階に進めた。さらに、ハルゼミの生息に不可欠なアカマツの実生を順調に
生育させるとともに、八王子市より加住丘陵全域のハルゼミ生息地情報を収集し、分析を行った。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20　2021年滝山城築城500年に向け、八王子市、滝山文化協会、加住地区住民協議会等で構成する「滝山観光地域おこし実行委員会」に参画し、コロナ禍においてセルフガイド方式による「滝山城ワードラ
リー」を展開。市提供の記念グッズ配布までできたことで2週間で500人を動員。地域からも大きな評価と信頼を得ることができた。滝山城の遺構や自然の魅力をわかりやすく解説する動画「滝山城は500
歳！歴史と自然のディスカバリーツアー」をパークレンジャーが作成。八王子市及び滝山観光まちおこし実行委員会HPとリンクし、公園HPやSNSで公開し、327人が閲覧。公園の魅力アップにつながった。
21　地域NPOと連携して作成した「滝山城城攻めマップ」は、コロナ禍で公園需要と滝山城築城500年への機運の高まりから15,000部を配布。さらに英語マップ、滝山城城攻めマップ英語版を作成。雑木林
ホールでの滝山公園十景に加え、日本遺産登録の展示も実施した。滝山城築城500年のタイミングに合わせて「滝山観光まちおこし実行委員会」とともに幅広く広報活動を行った。
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施設名 32 滝山公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.1

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

評価水準 配点 備考 得点

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

49
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項
【管理状況】
・すべりやすい園路状況を調査し、滑り対策を実施し来園者の安全向上を図った。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 2

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 33 大戸緑地 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.8

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
2.　牛田地区橋は、木橋全体が経年劣化しており躓く危険性があることから、国産木材を使用した木部の大規模改修を行った。塗料の色は周辺の里山景観に調和したものを採用するとともに、防カビ、防
虫、防腐効果が配合された塗料と、適切な保存処理木材とを合わせて使用することで、耐久性が増し、施設の長寿命化に繋がった。施設の長寿命化と景観の両方に配慮した施設補修を実施したことは評価に
値する。
4　今年度発生したナラ枯れにおいて、被害を確認した58本の樹木にナンバリングするとともに、全枯れの21本について伐採を実施した。被害の進行具合や新たに被害を受けた樹木の区別を図ることで、効
果的に対応した。
6　都の「大戸緑地植生管理計画（平成26年度）」に基づき「明るい雑木林エリア」を保全管理し、昨年度初確認した目標植生の指標種ミズイロオナガシジミの個体数増加を確認した。また、「はす池」で
は繁茂したガマの抜き取りを協働で実施し、開放水面の面積を増やしてトンボ類などが産卵しやすい環境に整備した結果、3種のトンボを初確認した。さらに、モリアオガエルが産卵に利用する枝を残して
植栽を剪定し、多様な生物の生息環境保全に貢献した。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
23　感染症対策を徹底して実施した「ツリーイング」イベントは事前予約で満員御礼となるなど、4年連続で子どもたちに樹上を楽しむ機会を提供した。また、新たな自主事業「深山ウェルカムプロジェク
ト」では、園内の見どころポイントを10カ所を選定し、自然環境の特徴やかつての様子を説明する「自然解説案内板」を牛田地区6箇所に設置した。さらに公園から高尾山までのハイキングコースを入れた
「周遊マップ」を作成し、公園だけでなく周辺も含めたエリアの魅力を伝え、利用促進を図った。
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施設名 33 大戸緑地 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

評価水準 配点 備考 得点

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

54
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項

【管理状況】
・パークモニタリングアプリに園内全15箇所の施設を登録し、修繕記録や管理状況をデータベース化した。また、今年度発生したナラ枯れについても調査データをアプリに登録することで、発生状況や処理
状況についてスタッフが各端末から状況を確認できるようにすることができた。
・昨年度に続き、アクセスについて近隣の方や来園者から要望が多かった場所に案内板を設置した。設置の際は、土地所有者や地元の方への丁寧な説明によりご理解いただき、3ヶ所に案内板を追加設置し
た。課題となっているアクセス案内を地域の方の協力を得て、さらに充実させることができた。
・園路のクラック調査を行い、確認されたクラック発生個所を早期補修（モルタル充填）し、来園者の安全確保につなげた。
【事業効果】
・4年目となる「あつまれ！森キッズ」は、感染症対策を徹底したプログラムに見直し、体調チェックやリストバンド着用のうえで実施した。非接触型セルフプログラム「森のワードラリー」や大戸源流森
の会の協力で自然素材クラフト等、秋の森林の魅力を伝えることができた。さらに「パークマルシェ」では会場内でランチフードやドリンクを提供し、コロナ禍でも親子で楽しい時間と空間を提供すること
ができた。
・コロナ禍において、HPによる情報発信を強化（タイムリーな情報発信、ホスピタリティウィークの実施、犬のマナーアップページの新設、SNSへの相互リンク等）した。公園マップのリニューアル、点字
パンフレットの作成、周遊マップ、いきもの図鑑を作成した。またイベント開催時には地域の施設や周辺の11町会、学校等にチラシを配布し、公園の魅力をPRすることができた
・次年度の開園10周年記念に向けた地域懇談会は、緊急事態宣言のため非接触型のインターネットや投票箱を活用した『「公園であったらいいな♪」のアイデア募集！』として広く意見を集める方法で実
施。地域の多くの方々からの公園ニーズを汲み上げる仕組みとなり、99個のアイデアや企画が集まった。さらに地域情報誌に話題のニュースとして取り上げられ、市内全域に広くPRとなり公園の認知度も
アップすることができた。
・公園のボランティア団体の活動では、感染症拡大防止対策を徹底し年間11回の活動でのべ75人が参加し、協働による公園づくりにより公園の魅力を高めた。特に、イベントへの協力では、園内の発生材を
活用した80個を超える竹のクラフト素材を準備し、参加者に配布し喜ばれた。さらに森林体験では、初めて近隣大学の学生と交流しながら、協働による「落ち葉かき」を行い、園内美化と資源活用の両方を
推進した。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 2

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

20　身近な自然への関心を高め、学びの要素を組み込んだセルフガイドシートや狭山丘陵の生きものを紹介するレンジャーミニ図鑑が、遠足や課外授業でも活用され、公園の自然を楽しみながら学ぶ機会を
提供したことが地元市から評価され、「子育てに優しい大賞」で公園・その他部門の大賞を受賞するなど、公園の魅力向上に繋がった。
22　ナラ枯れをテーマに「狭山丘陵広域連絡会」を開催し、丘陵全体の被害状況・課題・防除対策について情報共有し被害状況マップを作成。狭山丘陵のPRを強化。多くの来園者に狭山丘陵の魅力や見所を
発信すると共に、マイクロツーリズムの推進や利用の分散に貢献、都民のみならず幅広く周辺自治体と協働した取組を行っている。これら狭山丘陵の広域連携の継続的な取組による産官学民の連携体制が構
築されていることや、狭山丘陵の魅力発信、ブランディングによる地域振興の推進につなげたことが評価され、「第１回グリーンインフラ大賞：生活空間部門」で「国土交通大臣賞」を受賞した。また、
「さとやまナイトフェスティバル」はイルミネーション装飾や地元ミュージシャンによるライブ、地元飲食店による販売などを実施し、感染症拡大防止の観点から定員を設けた代わりに、参加できない人向
けに動画のライブ配信を行うなど、多くの人に公園の魅力が伝わるよう取り組んだ。

＜評価の内容＞

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

備考

＜評価の内容＞

配点

得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

配点

配点

備考

評価水準

評価水準

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

都民協働の取組み

自主事業の取組み

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

施設名

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

事業効果 事業の取組

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

備考

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

2　宅部池排水施設やトイレ木部、手洗水栓の改修など計画的に実施するとともに、側溝や雨水桝の点検、清掃及び特別清掃を年3回実施した。また、駐車場の閉鎖期間を有効活用した不陸解消整備や、宅部
池のウッドデッキの安置スリップ塗装など、利用者の安心向上を図った。
4　ナラ枯れについては、隣接する埼玉県側の緑地管理関係者も含めた広域連絡会を実施し、被害状況や対策についての情報共有化を行い、対応策へ反映させた。

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理状況

適切な管理
の履行

配点

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

法令等の
遵守 各種法令等の遵守

・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

備考

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

配点

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

安全性の
確保 緊急時対策・対応

・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

34 狭山公園

4.6

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

＜評価の内容＞

評価水準

評価水準

評価水準

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

得点

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

備考

得点
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施設名

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

34 狭山公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の財務状況

事業効果

特記事項

【管理状況】
・駐車場混雑、周辺道路渋滞に際し、警備員増強や看板設置などの対策を講じるとともに、都と協議を行い駐車場を閉鎖するなど、イレギュラーな事態にも適切に対処した。
・アカマツ林保全、外来植物駆除、ツリフネソウ範囲拡大。サクラ保全。
・点字ブロック、ブランコマット及び複合遊具の補修を行い、施設の安全性向上を図った。

一次評価結果

行政目的の
達成

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

得点

評価水準

標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下 A

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

要改善事項等

評価基準

標準点

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

53

評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

4.5

4.6
利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

備考

4.5

4.4

評価水準

＜評価の内容＞

配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

利用者の
反応

＜評価の内容＞

配点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 2

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 35 八国山緑地 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.6

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞
2　不具合が生じる前に排水施設である側溝、雨水桝の点検、清掃を実施するとともに、側溝の特別清掃を年3回実施した。また、斜面地の定期点検（変位計測）、大雨後の追加測定も実施した。
6　ふたつ池の湿生植物の発芽を促進すべく、外来生物アメリカザリガニの防除計画を作成し、駆除作業と並行してモニタリングを実施。5ケ月で合計3,500個体の駆除に成功し、湿生植物を捕食するアメリ
カザリガニを低密度に抑えることに成功した。湿生植物を捕食する本種の減少により、今後の湿生植物の発芽が期待される。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞
13　点検を兼ねて西入口広場の防災トイレの組み立て訓練を実施。今後の訓練や被災時に備え動画を撮影。自治会の防災ミーティングへの参加。防災イベント「そなえパークの日」実施、東村山市防災マッ
プの掲示・八国山緑地防災マップの配布により地域住民に向け八国山緑地の防災機能周知を図った。

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
22　小学校の「総合的な学習の時間」において、レンジャーのお仕事や八国山の自然、保全活動及び「埋土種子の発芽実験」の結果を動画にして紹介した。また、園内で採取した泥を学校で約5か月間経過
観察し、昭和時代の植物のタネを発芽させ（4種が絶滅危惧種）、現地での希少植物復活を目指すとともに、泥を園内の湿地に散布する活動も実施。貴重な八国山緑地の自然や生きものの保全に協働して取
り組んだ。



所管局による一次評価シート
○ 2

施設名 35 八国山緑地 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

 
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

特記事項

【管理状況】
・高木化した外周部の樹木の伐採・剪定により、気象災害による倒木への備え、近接住宅への落葉軽減や住民の災害への不安軽減につなげると共に雑木林の更新に努めた。また、園路際、民地境界のナラ枯
れ調査を実施し、危険個所の伐採を実施した。

【事業効果】
・開園30周年を記念し、ロゴマークやポスター、記念グッズを作成。自治体や地元小学校、団体、来園者と共に開園30周年を祝い、来園者サービスの充実と公園の生物多様性向上に向けた取組が評価され、
東村山市子育て総合支援センター　ころころの森主催の第6回「子育てに優しい大賞」で公園・その他部門で第二位となった。
・傾斜地のひび割れ測定、石垣の目視確認を継続実施するとともに、毎週の定期点検、大雨後の臨時点検にあわせて東京都への報告、要望者へのポスティングも毎月実施。地元住民の擁壁設置要望につい
て、要望の聞き取り、現地確認・調査の実施を行い、東京都と情報共有して適切な対応を進めている。

要改善事項等

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.2

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考

指定管理者の財務状況

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

51
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 36 東大和公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.4

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞
2　男女トイレに洋式トイレを設置。ドアを引き戸に変更することにより個室数を減らさずに洋式化し、利用者の利便性向上と共に清掃しやすく清潔感のあるトイレに改修することができた。
6　ハルゼミの生息環境であるアカマツ林の保全を目的として昨年度行なった伐採の効果を検証するためのモニタリングを実施。伐採により、実生の生存率が非伐採地のそれよりも15倍も向上することが明
らかとなった。また、地掻き作業により、下草の繁茂を抑制し、草刈り頻度を減らしても実生の生育を阻害しない管理手法を究明した。伐採などの整備により、アカマツ実生の生育を促進させることができ
ており、今後のアカマツ林再生に向けた取り組んだ。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20　東大和公園のコンセプトである「雑木林博物館」に因んで雑木林のことを学べるクイズを記載したセルフガイドシートを作成し「クイズラリー」等のイベントを充実させ、参加者から「雑木林について
よい勉強になった」、「初めて東大和公園に行ったが、とても良いところだった」、「東大和公園に行く良いきっかけとなった」など好評をえて、公園の魅力向上に繋がった。
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施設名 36 東大和公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 2

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

特記事項

【管理状況】
・カタクリ、アカマツ実生保全のための下草刈り実施。
【事業効果】
・コロナ禍によりボランティア活動は実施できなかったが、ボランティアの代わりにスタッフが雑木林の手入や植物のマーキングを行うことで、次年度の協働活動再開に向けて雑木林を良い状態に保ち、雑
木林の放置や観察対象植物の減少を心配するボランティアの心理的負担を軽減するなど今後のボランティア活動の継続のために取組を行った。

要改善事項等

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.2

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考

指定管理者の財務状況

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

46
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業計
画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等に
沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営体
制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅力
向上につながる取組を実施し、効果が
発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働の
取組みを適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業の
取組みを適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 37 野山北・六道山公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.6

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞
2　緊急事態宣言発令期間での遊具利用中止期間を利用して遊具の点検及び補修を行い、駐車場閉鎖期間中には駐車場整備を実施するなど、来園者の少ない期間を有効に活用して施設の不具合を解消すること
で、安全及び利便性の向上につなげ、宣言解除後、施設利用が支障なく行われるように調整した。
5　景観に配慮した低木刈込、実生木伐採、眺望改善伐採実施。通学路となっている町道2号線の伐採を昨年度に引続き実施し、明るい通学路を提供した。年々拡大している孟宗竹の伐開1,500㎡を実施したこ
とで、草地化による植物の多様性や近隣住民への減災に寄与し、安心できる空間を提供した。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20 新規イベント「リモート七夕飾り」では、願い事をWebで募集することでコロナ禍でも伝統文化に親しむ機会を提供した。また、例年実施している田んぼ体験イベントを中止した代わりに田んぼを自由に
入れるよう解放した「生きものふれあい田んぼ」では、子どもたちが伸び伸びと自然と触れ合う機会を創出した。さらに、紅葉の季節には、田んぼの広がる谷戸の風景を楽しめる「KISHITANBOフォトスポッ
ト」を初めて設定し、フォトスタンドの設置やフォトコンテストの実施によって新しい里山の活用を広げた。
22　CRM（顧客管理システム）を活用したボランティア情報の一括管理の仕組みを構築、ボランティアの登録情報、活動参加連絡などの情報管理作業の効率化を図った。 また、狭山丘陵広域連絡会では、ナ
ラ枯れ対策案等を具体的に情報共有して各参加者が対策に活用した点や、狭山丘陵の広域連携の継続的な取組、狭山丘陵の魅力発信等が評価され、「第１回グリーンインフラ大賞：生活空間部門」で「国土
交通大臣賞」を受賞した。
23　自転車利用マナーや野鳥観察マナー等の４種マナーアップキャンペーンを、多様な主体と連携して開催し、ポスター掲示やパンフレットを配布した。自転車利用については、マウンバイクの愛好団体と
連携して自転車マナーと公園の見どころを紹介する動画を初めて作成するとともに、当該団体がロードバイク大手メーカーと実施したツアーで公園に訪れた際には公園スタッフがマナーアップキャンペーン
の取組を紹介した。野鳥観察については、日本野鳥の会奥多摩支部と連携して動画を作成、当該キャンペーンは開始して５年になり、多くの来園者にこれらの取り組みを認識し、マナー違反しにくい環境づ
くりが進んでいる。また、廃材のリサイクル促進を目的とした薪の販売について、東京都と調整の上、時期を早めて開始した。これまで処理材は現場に残置または廃棄物として搬出処理していたが、仕組み
を作ったことでリサイクル促進にむけて一歩進めた。
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施設名 37 野山北・六道山公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る
2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

特記事項
【管理状況】
・西口雨水流入対策を実施し、気象災害時の影響の低減へと繋げた。
・宮野入等ロープ柵および、木柵改修を行い、施設の安全性の向上を図った。

要改善事項等

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考

指定管理者の財務状況

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 S評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

56
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 38 中藤公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.3

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞
6　平成28年度の開園より動植物モニタリングを実施し、407種のうち33種の絶滅危惧種を確認。また、生息地点情報を基に維持管理計画を作成し、キバナアキギル等を刈り残すことでチョウなどが観察でき
るスポットを創出するなど、利用と生物多様性の保全に配慮した維持管理作業を実施した。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
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施設名 38 中藤公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 2

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

特記事項

要改善事項等

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.9

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.9

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考

指定管理者の財務状況

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

43
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下



所管局による一次評価シート
○ 2

【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

適切な財
務･財産管
理

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

得点

得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

得点配点

備考 得点配点

備考

＜評価の内容＞

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

39 長沼公園

4.7

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

備考評価水準

評価水準

評価水準

＜評価の内容＞

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

管理状況

適切な管理
の履行

配点

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

法令等の
遵守 各種法令等の遵守

・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

備考

得点

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

配点

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

安全性の
確保 緊急時対策・対応

・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

配点評価水準

施設名

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

事業効果 事業の取組

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

備考

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

＜評価の内容＞

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

5　展望台からの眺望を維持するため、景観を考慮した実生木、枯枝、枯損木の除去及び剪定を実施した。また、周辺樹林や隣接民地との境界に点在する竹林の無秩序な拡大に対して、林床のカタクリの保
護のため、急激な環境変化を避けた計画的な伐採を実施し、林内の希少植物保護、隣地の日照障害防止、竹林の健全育成を図り、里山の美しい竹林の景観の維持へとつながった。
6　カタクリの生育環境を保全するため、アズマネザサの除去を実施した。丘陵地レンジャーが丘陵地ボランティアと協働で、カタクリの発芽・展葉前に、群生地のササ刈りや落葉搔き等を行い、35,000株
の貴重な群生地の環境を良好に維持した。

評価水準
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39 長沼公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

評価水準

評価水準

4.5

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

利用者の
反応

＜評価の内容＞

配点

＜評価の内容＞

C+1点以上、A-1点以下

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

配点 備考 得点

指定管理者の財務状況

事業効果

特記事項

【管理状況】
・園路木製階段の踏み板の交換補修や、子どもの利用が多いエリアのノバラ（実生）の除去等、安全性に配慮した維持管理を行った。
・雪害により園路の路肩が崩落した際、これまでの補修経験を活かし、ただちに通行止めにより利用者の安全を確保するとともに、特約店工事により耐久性の高い材料を使用して迅速に復旧し、1か月以内
で園路を開放した。利用者に安心安全な環境を提供するとともに、短期間の通行止め措置により、利用者から感謝の言葉をいただいた。

標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下 B

評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

要改善事項等

評価基準

標準点

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

一次評価結果

行政目的の
達成

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

51

4.7

4.7
利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

得点備考
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
22　丘陵地ボランティアが萌芽更新を行った雑木林再生地区では、10年にわたりコナラによる明るい雑木林の景観・環境の維持、希少植物の生育環境の保全に取り組んでおり、計画的な維持管理作業によ
り、ナラ枯れ被害を受けない健全な雑木林の景観を保つことができた。多摩地区の公園緑地関係者を集めた「里山情報連絡会」で好事例として紹介し、公園における健全な雑木林の保全をアピールすること
ができた。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
5　公園の表玄関ともいえる北中央口周辺において、景観に配慮した林床整理（ササ刈り）を行い、見通しの良い空間を作り出した。また、常緑樹の密度調整（剪定、伐採等）により、林床まで光が届く明
るい樹林となり、キンラン、キクムグラなど林床の希少植物の生育にも良好な環境を創出した。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.8

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 40 平山城址公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 40 平山城址公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

51
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項
【管理状況】
・園外への土砂流出防止のため、西園法面土留め柵の補修を実施し、周辺地域への被害防止を進めるなど、安全に配慮した施設維持ができている。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業計
画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等に
沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 4

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営体
制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅力
向上につながる取組を実施し、効果が
発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働の
取組みを適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業の
取組みを適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
21　コロナ禍で外出自粛が求められる中、自宅でも小山田緑地の豊かな自然を体感してもらえるよう、YouTubeやTwitter等で積極的に発信した。YouTubeでは季節ごとの動植物やおすすめスポット、門松作
り、田んぼ活動を紹介する動画を7回配信し、延べ4,800回以上視聴された。Twitterでは記念日やSDGsなどのハッシュタグを活用して効果的に情報発信を行い、フォロワー数が前年度比150％に増加した。ま
た、モニタリング調査をもとに、セルフガイドシートを新たに11種作成したほか、いきもの情報ボード、ウェルカムボード、「おやまだ通信」を作成し、生き物情報だけでなく生物多様性保全や維持管理の
作業等についても紹介した。様々な広報ツールを活用して、タイムリーでバラエティに富んだ情報を発信した。
22　梅木窪分園において、多摩丘陵の原風景である里山環境を守り伝えるため、感染症対策を徹底した上で、ボランティアと協働で田んぼ活動を完遂し、ボランティアとの連携体制を継続した。感染症拡大
防止のため子どもたちの田んぼ活動への参加は中止したが、代わりに、例年秋に行う「収穫祭」の規模を縮小し、稲作活動を普及啓発するイベント「収穫を感謝する日」として、感染症対策を徹底した上で
実施した。田んぼ活動に参加できなかった子どもたちにも地域の稲作文化に係る貴重な体験の場を提供するとともに、里山環境保全に係る田んぼ活動の重要性をPRし、里山環境の継承につなげた。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
2　遠方への外出自粛の影響で公園利用者が増加し、排水詰まりが発生していた2箇所のバイオトイレについて、補修履歴を活かした機能点検、計画的な部品交換、巡回強化による不具合の早期発見や補修な
ど即時対応を行い、故障による使用休止期間を最小限にとどめた。また、都発注のトイレ改修工事に関して、都や委託業者からの照会に対し、過去の修繕履歴や利用状況、定期点検等により得られた情報を
提供し、利便性の高い便所改修に向けた提案を行った。提案は実施設計の内容に反映され、公園利用者への安全で快適な公園環境の提供につなげることができた。
6　トンボの産卵習性を踏まえた水生植物の管理、エコスタックの設置によるヤゴの生息空間の確保など、トンボの生態に配慮した保全活動を実施し、良好な生息環境を創出した。その結果、絶滅危惧種のコ
シボソヤンマ、ヒメアカネの生育状況、カトリヤンマの産卵場所の把握に成功した。また、キンラン、イチヤクソウ、キバナアキギリ等の自生地の生育環境に配慮したササ刈を実施するなど、希少種の保護
と生育に配慮した植生管理を実施した。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.8

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 41 小山田緑地 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 41 小山田緑地 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

54
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項

【管理状況】
・植物の生育環境の保全のために刈り取ったササを活用したすだれを製作してSC前に設置し、生物多様性保全活動と併せて紹介する解説サインを設置した。また、田んぼ活動の発生材を活用して水車及び稲
作文化を紹介する木製の案内板を作成し、新たなビュースポットを創出した。さらに、坂道のすべり止め防止対策として、田んぼ活動で発生した稲わらを編んだコモと、竹林整備で発生した竹ペグを設置し
た。園内で発生した自然素材を有効利用し、様々な場面で自然環境に調和した上質な維持管理を実施した。
・園路石垣のゆるみについて、劣化や破損が進行する前に計画的に補修を行い、利用者に安全安心で快適な環境を提供した。

【事業効果】
・コロナ禍で遠方への外出自粛が求められる中、身近な行楽地としての利用者が増えたことから、森林浴を兼ねた新たな「雑木林セルフウォーキングコース」を設定。高低差がある丘陵地の公園ならではの
工夫がみられる。また、コースのポイントに抗菌素材のサインを設置し、QRコードを活用した消費カロリー表示や簡単な体験コンテンツの提供を行うなど、気軽に個人がいつでも楽しみながら健康づくりが
できる環境を創出した。
・市民参加型のモニタリング調査の取組として昨年度好評だった「セミの抜け殻展示」を、今年度は小山内裏公園と連携して実施した。感染症対策のため展示は中止し、利用者自身で抜け殻を同定してもら
い、毎週の結果発表をTwitterで発表するなど、「新しい日常」に合わせた方法で、より広域的に多摩丘陵の魅力を体感してもらった。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業計
画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

3
施設の清掃について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等に
沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 4

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営体
制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅力
向上につながる取組を実施し、効果が
発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働の
取組みを適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業の
取組みを適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20　外出自粛の影響で身近な行楽地としての公園利用者が増えたことから、セルフガイドシートを新たに35種作成し、過去に作成したものも含め計38種類5,310枚を配布した。ガイドツアーに代わる非接触型
の植物解説ツールとして、いつでもどこでもスマートフォンで詳細を確認できるように、裏面に植物解説にアクセスできるQRコードを掲載するなど工夫を行った。HPにも掲載したほか、近隣の小学校にも提
供し、園内での環境学習の資料として活用してもらったところ、教員から感謝の声をいただいた。また、利用者の野鳥観察を手助けする展示「ほぼ週刊野鳥ガイド」を作成し、園内のどこで目当ての野鳥が
観察できるかを分かりやすく伝えた。さらに、新たに丘陵地レンジャーの保全活動や職員の直営作業を紹介するニュースレター「小山内裏公園かわら版」を毎月1回作成・配布し、HPにも掲載した。ガイドツ
アーに参加しなくても、「新しい日常」の中でより多くの方に季節のトピックスを含めた公園の魅力や楽しみ方を伝えることができた。
22　外出自粛が続く中、地域の高齢者や子育て世代が孤立しないよう、ボランティアグループと協働で、公園内に新たな居場所を提供するサードプレイス事業「いきいき交流の集い」を開始し、従来の育児
サロンに加え、コンサートや里山移動図書館などを10回実施した。実施に当たっては、国、東京都、八王子市の感染症予防方針や対策マニュアルに則り、チェックシート等を活用した感染症対策を徹底し
た。多種多様な利用者に、自由に心地よく過ごせる安全・安心な場所を提供した。また、毎年恒例のどんど焼きは、感染症拡大防止の観点から中止としたが、地域の伝統行事の継承のため、東京都、ボラン
ティア団体、消防等と協議を重ね、事前広報をせずに早朝に無観客でお焚き上げのみ実施した。周辺地域がコロナ対策でどんど焼きを中止する中、1,009件の正月飾りの持ち込みがあり、お焚き上げができる
貴重な受け皿となったため近隣からの多くの謝辞が届いた。実施後の問い合わせにも丁寧に対応し、苦情やトラブルを防いだ。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
6　ビオトープ池の計画的管理により、キイトトンボの個体数増加、マルタンヤンマの初確認を含む15種（昨年度は9種）のトンボ類の飛来を確認した。また、絶滅危惧種であるカワラケツメイについて、選
択的除草の時期と範囲の見直し、保護柵設置、採種播種など管理手法を工夫した結果、昨年度比2倍（2,510株）に増加し、大きな成果を上げた。さらに、神代植物公園植物多様性センターとの連携を強化
し、希少種保全の取組を実施。特に、鮎道での自生を初確認したシャクゾウソウは、一部を植物多様性センターで培養、残りは自生地での自然増殖、という新たな試みを開始した。加えて、タマノホシザク
ラの健全な生育に向けた環境整備について調査、検討し、研究者の協力を得て、苗圃でのタマノホシザクラとヤブザクラの育苗を開始した。希少なサクラの後継樹を継続的に育成できる体制を整え、将来的
な希少種の保全について重要な足掛かりを築いたほか、その特徴や花期等について苗圃付近で情報発信し、TwitterやHPでも紹介するなど普及啓発にも努めた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.8

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 42 小山内裏公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施



所管局による一次評価シート
○ 2

施設名 42 小山内裏公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
２：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 2

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】 qw33

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

55
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

30　多摩地区で深刻化しているナラ枯れをテーマに、小山内裏公園が事務局となり、多摩地区の公園緑地管理に携わる社内外の関係者を集め、「里山情報連絡会」を2回開催した。東京都・自治体・近隣指定
管理者・学術機関等外部12団体の参加があった。感染症対策としてオンライン会議とし、「新しい日常」の中でコーディネーターとしての役割を発揮し、組織や立場を越えた広域的な連携体制を推進・拡大
した。ナラ枯れに関して、各所の被害状況を共有し、参加した専門家からも今後の対応に向けた有益な助言を多数いただくことができ、令和3年度以降の計画的な対応方針を策定することができた。

特記事項

【管理状況】
・キンラン、カタクリ等44種の希少種に配慮した植生管理のため、外来種の選択的除去を実施した。
・コロナ禍で里山学芸員の認定ができない中、植物管理だけでなく公園の管理運営に携わりたいという近隣住民に、丘陵地レンジャーの補助を行うボランティアとして参画してもらうことで、次年度の「里
山学芸員」認定候補としての人材育成を図ることができた。
・経年劣化した観察デッキの基礎部分全体にわたる補強工事を実施し、施設の長寿命化を図ることで予防保全を進め、利用者の安全向上へとつながった。

【事業効果】
・モニタリング調査の結果に基づき、見頃の動植物情報を伝えるインフォメーションボードを505回更新した。野外展示場でも、見頃の植物解説を173回、季節の自然解説や公園の取組紹介を21回更新した。
SC入口の手書きウェルカムボードにも活用し、52回更新した。様々な広報ツールを活用し、調査等に基づいた旬の情報を得られる機会を創出することができ、公園利用者に喜ばれ、リピーターの獲得につな
げることができた。
・非公開のサンクチュアリ内の希少種について、GISアプリを活用した管理データにより保護育成及び観察ガイドに活かす準備ができた。
・東京2020大会に向けた「おもてなし花壇」を、感染症対策を徹底した上でボランティア団体と協働で8箇所に整備した。同花壇は町田市花壇コンクールにおいて優秀賞と国際スポーツ大会賞を受賞し、毎
日、花壇の写真撮影をする人の姿が絶えないなど公園のビュースポットとして、東京2020大会の機運醸成に大いに貢献することができた。
・「セミの抜け殻展示」を小山田緑地と連携して実施した。感染症対策のため展示は中止し、利用者自身で抜け殻を同定してもらい、毎週の結果発表をTwitterで発表するなど、「新しい日常」に合わせた方
法で、より広域的に多摩丘陵の魅力を体感してもらった。
・バーベキュー広場の予約は、10月1日からWEB受付を開始し、24時間対応に拡充するなど、公園利用者の利便性を大幅に向上させることができた。
・東京都からの要請に基づき、ドッグラン利用者の状況（居住区市町村、移動時間、滞在時間等）調査を実施した。QRコードを現地に掲示し非接触のWebアンケート等により100件の回答を得ることができ
た。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 S評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20　隣接する都立特別支援学校の協力要請を受け、全学年127名に環境教育アクティビティを提供し、丘陵地レンジャーをはじめ職員全員が講師となり9月から12月まで全11回実施した。安全管理を徹底した
運営を行いながら、自然素材のおもちゃ遊びやどんぐり拾いなど、各学年の成長度合いに応じたプログラムにより、障がいのある子どもたちが公園の豊かな自然に親しみ、愛着を深めてもらうことができ
た。公園の緑地環境や自然資源を活用して、インクルーシブ社会の実現に貢献することができた。
22　ボランティア団体や近隣小学校等との協働で、感染症対策を徹底した上で、里山資源を活かした田んぼ活動を実施した。また、里山保全活動として育てたサツマイモや米は、毎年「どんぐり祭り」で提
供しているが、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となったため、ボランティアと検討を重ね、米は、アカハライモリの調査等で連携している公益財団法人東京動物園協会が運営する井の頭自然文化園
に提供し、動物たちの餌として有効活用してもらった。サツマイモは、社会福祉協議会の紹介でNPO法人を通じて児童福祉施設等に提供した。ボランティアと協働で育てた里山の恵みを有効活用し、公園の
新たなポテンシャルを引き出すことができた。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
5　眺望を意識した支障枝処理等（遊びの広場デッキ、ゆうひの丘）により、景観の向上・保全を行った。また、公園の景観を特徴づけているソメイヨシノやヤマザクラの樹勢回復のため、堆肥の充填や割
竹挿入による土壌改良を実施した。また、サクラの名所を未来へ継承していくため、後継樹育成に向けた取組として園内で採種した種子600個を播種した。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 43 桜ヶ丘公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立庭園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 43 桜ヶ丘公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立庭園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

53
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項

【管理状況】
・近隣住民から苦情要望の多い駐車場周辺の迷惑駐車について、緊急事態宣言下の駐車場閉鎖で住民の不安感が増したことから、夜間に発光する蓄光素材を用いた案内板の設置や地域住民との緊密な情報交
換、所轄駐在所と連携した夜間巡回強化により迷惑駐車を解消し、地域コミュニティの中で安全安心な環境を提供できた。
・緊急事態宣言に伴いドックランを利用中止としていた期間に、不陸整正とクローバーの種まきを実施。利用再開時にはクローバーが根付き、快適な環境を提供することができ、ドッグラン利用者に喜ばれ
た。
・石垣や土留め柵等、日常の巡回や半年ごとの点検等により、劣化や破損による危険が予見される施設について計画的な維持補修を実施したほか、苔で滑りやすくなっていた舗装園路の高圧洗浄の実施や丸
太橋、木製階段の腐朽箇所交換など、安心安全な公園管理に努めている。
・里山環境保全の指針となるクツワムシの生息環境を保全するため、園路際などの生息地の草刈り時期・刈高を調整し、保全活動について周知するサインを設置した。生育に適した環境を維持するととも
に、公園利用者に保全活動の重要性を発信した。また、キンラン、ギンラン等の生育環境に配慮した下草刈りを実施した。
・ミズオオバコの自生する田んぼの管理では、水路の流路見直しと整備、休耕していた4区画の稲作再開により、自生環境の安定化に取り組んだ。その結果、稲作を再開した4区画のうち1区画で休眠解除に
よる埋土種子の発芽・開花を促すことに成功し、前年度830株から今年度3,000株以上、1日の最大開花数600株以上の結果を得ることができた。

【事業効果】
・今年度初めて、幅広い年齢層を対象としたセルフガイドウォーキングプログラムを作成した。高齢者や障がいのある方でも歩きやすいルートを選定するとともに、コース上に設置する距離表示44基に近隣
の特別支援学校の児童・生徒のイラストを掲載し、いつでも誰もが手軽に健康づくりができる場を提供した。
・多摩地区で深刻化しているナラ枯れをテーマに、小山内裏公園を親会議室としてオンラインで開催した「里山情報連絡会」に参加し、雑木林ボランティアが萌芽更新を続けている「こならの丘」ではナラ
枯れ被害が発生していない事例を共有した。また、農林総合センターに現地の状況を確認していただき、里山環境保全の好事例として評価いただいたことも報告し、社内外の関係者と広域的かつ効果的な対
策を検討することができた。
・東京都からの要請に基づき、ドッグラン利用者の状況（居住区市町村、移動時間、滞在時間等）調査を実施した。QRコードを現地に掲示し非接触のWebアンケート等により108件の回答を得ることができ
た。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 2

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

21　テレビ局と連携し、大神山公園のメイン展望台に設置してあるライブカメラを利用して、展望台からの映像を昼のニュース番組の背景や天気予報等に活用した。小笠原・大神山公園の「今」を広く伝
え、島外の潜在的な観光客にも発信できた。

＜評価の内容＞

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

4　年間4回の樹木点検に加え、毎朝の園内巡回、定期点検及び台風・強風時の緊急点検、重点点検エリアの設定など、こまめな点検を着実に実施して危険木等を早期発見・除去することで重大事故を防止
し、安全安心な公園環境を維持している。

評価水準

施設名

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

事業効果 事業の取組

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

１：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

備考

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

管理状況

適切な管理
の履行

配点

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

法令等の
遵守 各種法令等の遵守

・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

備考

得点

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

配点

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

安全性の
確保 緊急時対策・対応

・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

配点評価水準

44 大神山公園

4.8

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

備考評価水準

評価水準

評価水準

＜評価の内容＞

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

適切な財
務･財産管
理

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

得点

得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

得点

14　救急等に対する意識改革が行われ、職員全員が上級救命技能認定講習を受講するなど、いつでも緊急時対応ができる体制を整えた。また、大規模災害時だけでなく、日常的に園内や海上での事故が発生
した場合に利用者が安全に行動できるよう、緊急時の連絡先、AED設置箇所、津波発生時の避難場所等がわかる表示板を新たに作成し、感染症対策の表示とあわせて大村海岸の休憩所・デッキに設置した。

配点

備考 得点配点

備考

＜評価の内容＞

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等
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施設名 １：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園44 大神山公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

指定管理者の財務状況

事業効果

特記事項

【管理状況】
・今後の超大型台風に備え、お祭り広場の高木剪定を実施した。倒木被害等を未然に防ぐだけでなく、景観改善にもつながった。
・新型コロナウイルス感染症対策について、緊急事態宣言発出後の対応が迅速かつ的確だったため、苦情等もなく、利用者が安心して過ごせる公園環境を提供できた。
・コロナ渦においても、地元専門業者との連携で着実に外来種駆除及び固有種等植栽を進めた。また、小笠原高等学校との連携も継続し、外来種駆除や固有種の植栽を行った。さらに、大村中央地区のおも
てなし花壇には、父島の自生地ではほとんど見ることができない絶滅危惧種を植栽した。希少な植物をアクセスが良い場所に植栽したことで、誰もが気軽に小笠原の固有種を楽しむことができるようになっ
た。
・環境省との連携を強化し、「海ごみゼロ活動」に協力した。また、大村海岸でマイクロプラスチック回収・啓発活動を年間30回実施した。

【事業効果】
・引き続きTwitterを毎日更新し、フォロワー数が1,407人(2020年3月では931人)前年比151%、インプレッション数が1,234,207（前年度726,955）前年比169％と大幅に増加した。
・昨年度に引き続き小笠原小学校の総合学習に協力し、「公園をつくろう！２」を企画して地元小学校と一緒に公園づくりをスタートさせた。植物調査員や造園業者、小笠原支庁と連携して、島民に親しま
れる大神山地区学校前広場に固有種を主体とした植栽の設計図を作成するとともに、昨年度の設計図を基に実際に植栽を行うなど、小学生にも公園の魅力づくりに貢献してもらった。

標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下 B

評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

要改善事項等

評価基準

標準点

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

一次評価結果

行政目的の
達成

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

51

4.7

4.8
利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

得点備考

＜評価の内容＞

C+1点以上、A-1点以下

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

配点 備考 得点

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

利用者の
反応

＜評価の内容＞

配点評価水準

評価水準

4.8

4.9

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
公共性の確保と管理運営について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

2
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

3
施設等の維持補修などについて年間
事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

5
樹木の点検について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が
2.4以上3.6未満で水準どおり

×1 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した
管理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

15
維持管理作業について安全性を確保
して適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理
を実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る
2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
年間事業計画書等に沿って公園の利
用促進につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×1 ○ 1

20
年間事業計画書等に沿って広報・PR
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 2

21
目標値に対して90％以上110％未満で
水準どおり

×2 ○ 2

22
目標値に対して90％以上110％未満で
水準どおり

×2 ○ 2

23
利便性や快適性の向上にむけて年間
事業計画書等に沿って実施し、効果が
発揮されたか。

×2 ○ 2

24
選定時の事業計画書等に沿って計画
的に事業を実施し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

施設名 45 青山葬儀所

管理状況

適切な管理
の履行

配点 備考 得点

公共性の確保と適正な管理運営

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.0

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

利用料金の徴収
・利用料金徴収の適切な管理

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞

安全性の
確保

配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理
等

＜評価の内容＞

事業効果 事業の取組

配点 備考 得点

利用促進の取組み

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

利用件数
・平成31年度目標84.5件

18件

都への納入金
・平成31年度目標39,521,000円（税込）

0円

利用者の利便性、快適性の向上
・積極的な施設改善の提案等

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

配点 備考 得点

評価水準

評価水準

評価水準

評価水準

評価水準

評価水準

＜評価の内容＞

20 臨場感を体験できる葬儀社用のツールであるパノラマ画像を一般ユーザーにも開放し、よりリアルに式場の様子を見られるようしたことで、コロナ禍で会場の下見が困難な場合や遠方にいる方なども
含めた利用者のサービス向上を図った。
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施設名 45 青山葬儀所

25 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

26 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 1

27 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

29
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

30
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

30　令和3年度青山葬儀所建替え工事にあたり、備品や物品の振り分け等、多岐にわたる各種手続き等に必要な情報の調査・取りまとめ等都への協力を適切につとめた。

【一次評価結果】

37点 得点

S 50点以上

A 47点以上、49点以下

B 33点以上、46点以下

C 32点以下

【確認事項】

１．財務状況

＜評価の内容＞

評価水準

事業効果

利用者の
反応

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

44標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

指定管理者の財務状況

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・大規模式典では回廊にまで列が伸びてしまうものの冷房がないため、熱中症対策としてミストシャワーを設置した。
　また、夏季に冷房を高頻度で稼働すると室外機の冷却ファンが熱を帯び、電力消費量が跳ね上がるため、人力で放水して冷却していたが、ミストホースを常設し、負担軽減を図った。
・個人情報保護法の講習を職員全員が合格するまで受けるなど高い意識を醸成し、個人情報が含まれる文書については、施錠出来る書庫に入れるなど厳重な保管を行った。

＜評価の内容＞

3.8

利用者満足度（管理運用面）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.3

利用者満足度（式場の満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.3

行政目的の
達成

配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 2

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

13　区や近隣8自治会と防災訓練を実施。警察、消防、住宅供給公社からも参加があるなど大規模な訓練であるが、感染症対策を徹底し、新設された設備の運用訓練や、各防災施設を実際に使用した実践的な訓
練を行った。また、青少年育成委員会と防災施設運用訓練を実施し、新たに連携強化を図った。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 46 東白鬚公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 46 東白鬚公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

指定管理者の財務状況 　

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行ってい
る。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

51
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・9月1日防災の日特集として、テレビ番組で、東白髭公園「マンホール型防災トイレ」「かまどベンチ」他が紹介された。全国ネット放送により、防災施設の認知度が向上した。

【事業効果】
・東京都公園協会公式アプリ「TOKYO PARKS PLAY」を活用した防災を学ぶ新しいコンテンツとして、汐入公園と連携して「防災おさんぽビンゴ」を制作した。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

事業効果

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者の
反応

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 2

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 0

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

13　新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、少人数・短時間で防災施設設営を体験する「防災施設体験会」を新たに企画。園内の美術館及びKIBACOと、江東区地域振興課及び常盤二丁目町会の参加を得て、
普及啓発を進めた。また、江東区の協力で白川地区29町会会議でPRし、初めて防災施設を体験する町会にも参加してもらい、今後の連携のきっかけづくりができた。さらに、感染症対策を徹底した上で、深川
消防署、木場五丁目町会と合同訓練を実施。木場五丁目町会と防災倉庫のカギの貸与で合意し、地域の防災対応力向上に寄与した。
16　草刈り委託業者が園路横断する形で設置した立入禁止ロープで自転車が転倒する事故が発生した。改めて業者へ安全教育等を指導。また、職員による確認を再徹底するため、新たなチェックリストと作業
日毎の報告を全社的に実施した。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.4

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 47 木場公園
１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：自然とふれあえる場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名 47 木場公園

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：自然とふれあえる場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 2

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞
30　江東区危機管理室と情報連絡会を開催し、情報共有を図るとともに、今後も連携について継続して協議していくことで合意した。また、深川警察署と連携し、スケートボード利用への対応に粘り強く取り
組んだ。
32　都の多面的活用事業「Park Community KIBACO」の開業に協力した。また、オープン後の創意工夫エリアでのプログラムや連携イベントの企画等を東京都と調整するなど、適切に事業を推進した。

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.0

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

50
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

特記事項

【事業効果】
・公園内外で活動する17団体とともに、公園の活用を通した魅力ある地域づくりのための「木場公園エリアマネジメントプロジェクト」を開始した。今年度は「子ども」を主なテーマとし、地域の遊び場を紹
介する「子どもの遊び場マップ」と、公園で泥遊びや花摘みなど自然と触れ合う遊びができる「子どもの庭」の２つの取組を参加団体とともに企画、始動した。
・地元イベントボランティアチームとの協働による新たなイベント「空間絵本きばきばきば」や、深川地域で展開するアートプロジェクトとの連携による「つながるライトバルーン」を開催し、公園のみなら
ず地域の魅力アップに貢献した。
・東京都からの要請に基づき、ドッグラン利用者の状況（居住区市町村、移動時間、滞在時間等）調査を実施した。QRコードを現地に掲示し、非接触のWebアンケート等により107件の回答を得ることができ
た。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

4.5

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

 
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 2

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20　新たに地域の障がい者団体と協働し、全95作品のアート展示を開催。今回初めてパークミーティングのメンバーでもある近隣美術館を展示会場としたところ、多くの方に鑑賞していただくことができた。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

13　世田谷区砧地区令和2年度「防災塾」に出席し、今回初めて職員による「砧公園でできること」についての講話を実施。災害時の子どもの居場所スペースの必要性や物資の運搬拠点とするスペース等、活発
な意見交換等を行い、世田谷地域の防災意識向上に貢献した。また、区や消防、町会、近隣の中学高等学校、大学等と地域防災の輪をつなげる防災動画を今回初めて制作し、動画はDVDとしてまだ訓練実績のな
い学校等に配布するなど、次年度の連携拡充につなげた。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.5

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 48 砧公園
１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名 48 砧公園

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る
2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.0

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

52
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

特記事項

【事業効果】
・子どもたちの新たな出会いと交流の場として「みんなのひろば」のさらなる利用を図るため、障がい者団体や幼稚園、保育施設、砧地区プレーパーク団体等と協働し、多様性への理解を深めるための冊子を
作成、配布した。冊子完成時には「お披露目会」を開催し、冊子配布とともに多様性についての紹介やひろば・遊具の説明を行い、理解と利用促進につなげた。また、モニタリング結果でバラ園からの動線上
にみんなのひろばの出入口を増やして欲しいとの声を多数いただき、設置場所等を地域の方と検討し、新たにバラ園側に出入口を増設するなど利便性向上に取り組んだ。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

4.6

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 2

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

　　　　
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
2　ベンチ更新5か年計画に沿って、園内の劣化が進むベンチの更新の際に、防災の視点からパーゴラの下に園内で初めてかまどベンチを導入し、防災対応力を強化した。また、東京2020大会に向け、聖火リ
レーコースとなる園路やコース沿いの周辺施設の安全再点検や補修工事を行った。路面標示が経年劣化により擦れて視認しづらい状況になっていたことからリライトを行うとともに、スピードを出す自転車が
多く見受けられることから新たに「高速走行禁止」の路面標示を加えるなど、利用者の安全確保に努めた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

13　深沢地区町会連合会10町会と地域連携防災訓練を実施した。コロナ禍における震災を想定し、火災被害や浸水被害の際に個人がとるべき行動を身につけてもらうなど、自助力、共助力向上に努めた。ま
た、訓練の様子をDVDにまとめ、訓練実績がない学校等に配布することで、地域の防災への意識向上を図った。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.2

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 49 駒沢オリンピック公園

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：適正な利用を確保した安全・快適な都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名 49 駒沢オリンピック公園

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：適正な利用を確保した安全・快適な都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞
32　新型コロナウイルス感染症の影響もあり公園利用者が急増し、特にランナーの利用が増え、マスク着用の是非について様々な意見をいただいたことから、ポスターや横断幕の追加掲出のほか、職員がマス
ク着用や短時間利用を声掛けするキャンペーンを季節ごとに実施し、感染症拡大防止策を積極的に実施した。

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.8

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

52
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

特記事項

【管理状況】
・夏季は夜間不適正利用による騒音問題に対し、夜間重点警備を実施し、是正に努めた。
・公園利用者間の調整や来園者、近隣住民の要望に対して丁寧に対応している。

【事業効果】
・オンラインイベントとして駒沢ファンタジアを開催した。昨年度までの出展者と協力したアプリゲームの展開、地域と公園をつなぐ動画「キャンドルリレー」の配信、出展者の方々をHPやポスター、チラシ
で紹介する「地域応援PR」の展開など、コロナ禍でも工夫しながら地域活性化に寄与した。
・東京都からの要請に基づき、ドッグラン利用者の状況（居住区市町村、移動時間、滞在時間等）調査を実施した。QRコードを現地に掲示し非接触のWebアンケート等により101件の回答を得ることができた。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

4.5

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 2

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20　集客を目的としない方法で「秋のバラフェスタ」を開催した。実際にバラを見ながら楽しめるアプリ「バラパレットを作ろう」や外出自粛中でも楽しめる動画「バラ巡りツアー」を配信したほか、Twitter
でバラの人気投票を行うなど、公園に来られない方にもバラの魅力を伝えた。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
1　公園施設の利用者間の調整について、指定管理者が窓口となり解決に尽力した。桜花期においては、園内巡回を毎日実施し、利用者への声掛けやチラシの配布、周知用看板・掲示物の設置など、利用ルール
の周知を徹底して行った。また、Ａ地区の各門に警備員を配置し、飲食物を携帯されている方への注意等を行った。
9 随時実施される大規模集会及び公共イベントの許可受者に対して、占用許可条件の遵守、新型コロナウイルス感染症対策（検温・消毒・参加者及びスタッフの管理等）の徹底など、適切な指導を行い、園地
の適正利用と安全確保に努めた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.5

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 50 代々木公園

１：東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて準備する公園
２：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
３：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
４：適正な利用を確保した安全・快適な都立公園
５：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
６：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名 50 代々木公園

１：東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて準備する公園
２：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
３：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
４：適正な利用を確保した安全・快適な都立公園
５：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
６：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞
32　新型コロナウイルス感染症対策は、日々その対策内容も変化しているが、その都度、利用者等へ迅速かつきめ細やかな対応をすることにより、大きな混乱を招くことなく、都の施策の遂行に協力してき
た。桜花期には、令和2年3月から4月におけるＡ地区封鎖及び令和3年3月以降における中央広場や桜の園等の立入禁止措置を実施。特に、令和2年におけるＡ地区封鎖において、公園内に設置している保育園の
利用者に対する送迎時の安全性や利便性確保のため、原宿門の扉の一部を開閉式のＢ型バリケードに改修するといった利用者目線の配慮も欠かすことなく実施した。また、令和3年3月からの立入禁止措置に関
して、コロナの状況や桜の開花状況の変動に伴い、急遽、作業開始時期を前倒して実施する必要性が出てきたが、指定管理者において施行業者との調整を迅速かつ適切に進め、適切に実施した。

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

56
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

特記事項

【管理状況】
・独立行政法人、園内の保育園、渋谷消防署と連携し、防災に関する普及啓発イベントと避難訓練を実施した。また、原宿駅・表参道駅帰宅困難者対策協議会では、コロナ禍での避難者の安全な誘導方法を検
討し、地域の対応力強化につなげた。
・滞留者の自立支援を促すため、渋谷区、第二建設事務所、代々木公園の3者合同巡回をスタートし、福祉利用や健康状態の把握に努めた。

【事業効果】
・園内にある保育園と運営会社に参加していただき、公園に求められていることをさらに深く掘り下げるためのテーマ別パークミーティングを開催した。取組の第一弾として幼児教育を取り入れた新規花壇プ
ロジェクトを立ち上げ、活動を進めていくことで合意した。
・東京都からの要請に基づき、ドッグラン利用者の状況（居住区市町村、移動時間、滞在時間等）調査を実施した。QRコードを現地に掲示し非接触のWebアンケート等により122件の回答を得ることができた。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

4.5

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 2

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
23 例年行っているセミの羽化観察会は中止とし、新たにセミの羽化をまとめた動画やセルフ観察ガイドとシートを提供した。より多くの方に見てもらうため、導入編と応用編の2種類を制作。動画は、YouTube
やTwitter、デジタルサイネージで配信したほか、児童館やNPO法人、学校等へ動画PRの協力を依頼した。また、子どもたちが描いた観察絵は、HPや掲示版に掲載した。新たな手法による観察会を実施し、コロ
ナ禍でも楽しめる子ども向けコンテンツの充実を図った。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
2  コロナ禍での利用過多の影響により、なかよし広場の裸地化が急激に進み、風の強い日などは砂埃が発生したが、表土を耕耘しスプリンクラーで水をまき、芝のランナーを促すとともに緑肥となるクロー
バーやオヒシバの種をまき、速やかな復旧整備を行った。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

13　地域の水害に対する関心が高まっていることから、パークミーティングで水害への備えについて話し合い、地域の4町会等と土のうの作り方や積み方、防災食づくりを取り入れた防災訓練を実施した。ま
た、訓練の様子を動画としてDVDにまとめ、参加できなかった小学校等に配布するなど、地域の課題に寄り添った訓練を実施した。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.6

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 51 善福寺川緑地
１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名 51 善福寺川緑地

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.2

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

54
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

特記事項

【管理状況】
・近隣住民からの樹木剪定等の要望に対しては、迅速な対応に努めている。
・一定期間園内に営巣するオオタカについて、専門家の意見を参考に都と協議を重ね、営巣環境の保全と公園の利用との調整を図り、営巣地周辺に立入規制区域を設けた。公園利用者が増加傾向にあったた
め、園内の撮影ルールについて利用者への周知徹底を図るなど、適正利用の推進やトラブルの未然防止に努めた。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

4.5

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
1  コロナ禍で広場における野球やサッカーなどの利用者が急増し、騒音問題が生じたが、近隣住民と利用者、双方との対話を持ち、小学生以下の利用に限り可能とした。対話を繰り返すことにより、安易に禁
止事項を増やすことなく、適正な公園管理に導いた。
2　和田堀池に残されていた、老朽化し水循環の妨げとなっていた不使用のろ過機の配管を撤去し、池内の清掃をするとともに、周辺の樹木の手入れを実施し、景観向上と水質改善につながった。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.4

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 52 和田堀公園

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名 52 和田堀公園

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

52
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

特記事項

【管理状況】
・和田掘池かいぼり事業の進捗に合わせて維持管理を実施した。
・希少植物のコウホネを再生させるためのプロジェクトを開始。かいぼりに合わせて種子が含まれている泥を採取し、近隣の小学校や郷土博物館に育成・観察の協力を依頼した。

【事業効果】
・バーベキュー広場のオンライン予約を導入し、受付時間を開所時間から24時間対応に拡充することができ、利用者の利便性を大幅に向上させた。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

4.7

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 2

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20　ハーブボランティアと協働で「汐入公園ハーブガーデンプラン」を策定し、ハーブ園を充実させていくこととした。また、近隣の保育園や幼稚園の希望を取り入れ、「ハーブガーデンキッズエリア」を新
設した。ボランティアや職員がハーブについてわかりやすく説明する「キッズハーブスクール」も好評を得ている。新型コロナウイルス感染症対策のため集合形式のイベントは中止としたが、ハーブキットの
配布や、ハーブボランティアの協力によるインスタグラムやTwitterでの動画配信など、自宅でハーブを楽しめるよう工夫した。さらに、公園の全トイレにラベンダーで作成したサシェを飾り、他の公園にはな
い利用環境を提供するなど、ハーブを活用した公園の魅力向上の取組を進めている。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

14　自分で判断し行動できる子どもの育成を目的に、「汐入公園キケンな生き物（カラス・ハチ・毛虫）」のポスターを作成した。小学校や保育園へ掲示をお願いしたほか、保護者への情報共有にも協力して
いただいた。実用性、話題性ともに良く、類似の事柄を継続することで、今後の波及効果が期待できる。また、小学校と連携して実施した「公園アソビスクール」ではカルタを使って公園内での遊び方を学習
する場を作り、安全について普及啓発を行った。
15　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、密になりやすい大型複合施設や多目的広場の閉鎖措置を迅速に行った。使用中止に対する問い合わせにも丁寧に対応した。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.6

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 53 汐入公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 53 汐入公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

54
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・ランニング利用者が多いことから、マスク着用キャンペーンを実施して協力を呼び掛けた。

【事業効果】
・東京都公園協会公式アプリ「TOKYO PARKS PLAY」を活用した防災を学ぶ新しいコンテンツとして、東白鬚公園と協働で「防災おさんぽビンゴ」を制作し、キャンペーンを実施した。警察署や消防署との連携
によるクイズや、区報により地域への広報も行った。密にならず自由に楽しめるアプリを導入し、防災知識の普及啓発に努めた。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

事業効果

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者の
反応

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 2

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
22  コロナ禍において近隣小学校が学びの場が少なく困っている、という声がパークミーティングであがったことから、小学校と公園ボランティアと協働し、子どもたちのための青空学習を実施した。子ども
たちが自宅で制作した巣箱を職員が園内に設置し、自身が制作した巣箱の観察や鳥博士クイズで野鳥について学んでもらい、そのしるしとして鳥博士認定の缶バッジをプレゼントした。園内の貴重な自然環境
を活かし、コロナ禍においても子どもたちが楽しく遊べる場を提供した。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
6　トンボ池では、これまで閉鎖的だった柵を低いロープ柵に改修し親水性を高めるとともに、ポランティアと協働で池の清掃や生物多様性を普及啓発する掲示板の作成を行った。新たに創出したバッタ装置で
は、路傍～低茎～中高茎草地～林縁といった環境を意識し、草地に依存する多様な昆虫類が生息できる環境づくりに努めた。また、週に一度、SNSを活用して公園の生き物に関するクイズを開始したほか、クイ
ズ冊子を作成して小学校に配布するなど、生物多様性について普及啓発に取り組んだ。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

13　子ども達が園内の防災施設について学べる「防災体験ツアー」を実施した。防災トイレ等の使用方法の説明や稼働訓練を行い、発災時における公園の役割等について学んでもらった。また、ツアーの様子
は動画としてDVDにまとめ、近隣の保育園や小学校、町会等に配布した。コロナ禍で防災訓練やイベントが実施できない中、動画により、防災に関する普及啓発を継続していくことができた。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.6

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 54 城北中央公園
１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名 54 城北中央公園

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

54
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

特記事項

【管理状況】
・夜間不適正利用について警察や地域ふれあいポリスと連携し、定期的に夜間パトロールを実施し、適正利用に努めた。
・コロナ禍の影響で、利用人数が制限された閉鎖的な多目的広場が大人気となったことから、優先的に補修の対応を図り、水はけがよく利用しやすい環境を整えた。

【事業効果】
・東京都からの要請に基づき、ドッグラン利用者の状況（居住区市町村、移動時間、滞在時間等）調査を実施した。QRコードを現地に掲示し非接触のWebアンケート等により123件の回答を得ることができた。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

4.7

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
21  来年度40周年を迎えるにあたり、公園の顔となるマスコットキャラクターを職員が企画、制作した。キャラクターの風船やステッカー、缶バッジを作成し、イベントやマナー啓発で配布したほか、キャラ
クターの紹介動画をSNSで積極的にPRし地元テレビ局の番組で取り上げられるなど、公園の新たな魅力を広く発信した。
23  バーベキュー利用者のサービス向上のため、各サイトの区画を明確化し、サイトごとにユニバーサル対応床板塗装、区画番号表示設置を行い、不正利用やいたずら等の防止を図った。また、WEB予約を導入
し、利用者サービスの向上につなげた。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
1  スケートボードマナー対策として、利用ルールを設け、管理所前を滑走可能エリアとして設定し、積極的に声掛けを行うなどスケートボード利用者のマナーアップを図った。スケートボード利用に関する苦
情数も8～9割減少し、効果があった。
5　懸案事項であった牛蒡地区の樹林地管理について、無許可使用者と粘り強く調整を行い、中高木剪定、下草刈り、枯損木処理を実施した。その結果、見通しや風通しが改善され、犯罪や害虫発生を抑止し、
安全安心で快適な環境を創出した。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.4

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 55 光が丘公園

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
４：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園
５：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名 55 光が丘公園

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
４：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園
５：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞
32  新型コロナウイルス感染症拡大の影響による遊具閉鎖対応の際に、子どもと保護者の目線に立ったメッセージ看板を制作し、迅速に展開した。単に封鎖を周知するのではなく、子どもが親しみやすいデザ
インやメッセージで作成した結果、遊具休止に伴う苦情はなく、利用者の理解を得ることができた。看板は、テレビや新聞等メディアでも取り上げられたことで、広く周知できた。また、他の指定管理者、茨
城県つくば市の公園にも提供し、横展開を行った。

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.1

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

55
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

特記事項
【管理状況】
・犬のノーリード等マナー違反者に対しては、定期巡回に加えて、特別巡回の実施や飼い主の視点に合わせたメッセージ看板の設置等、粘り強く対応している。
・持ち込みイベントにおいては、騒音や他の利用者に迷惑の掛かる行為等について、注意指導を徹底し、適正なイベント運営に寄与した。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

4.5

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 0

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 0

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
2　園内巡回・点検で気付くべき施設の破損について、半年以上補修を怠り、都民からの苦情へつながった。
7　維持管理について、職員間の情報共有・記録ができておらず、職員の急な欠員に際し、その職員が担当していた箇所について適切な維持管理が実施されなかった。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.5

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 56 舎人公園

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
４：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
５：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名 56 舎人公園

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
４：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
５：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

46
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

特記事項

【管理状況】
・近隣の町会・自治会と小中学校、幼稚園、保育園など16団体を対象に、防災に関するアンケートを実施したところ、舎人公園と連携した訓練や講義等の要望があった。今後の連携強化につながる成果を得る
ことができた。回答した団体には、アンケートの集計結果・分析とともに防災事業普及啓発DVDを配布し、地域の防災力の向上に貢献した。

【事業効果】
・東京都からの要請に基づき、ドッグラン利用者の状況（居住区市町村、移動時間、滞在時間等）調査を実施した。QRコードを現地に掲示し非接触のWebアンケート等により88件の回答を得ることができた。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

4.6

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点



所管局による一次評価シート

○ 2

【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 0

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 2

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 2

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 0

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
23　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集合形式による「花摘みイベント」は中止とし、「フラワーアレンジメント作成キット」を配布した。ボランティアと2か月前から準備し、公園ならではの豊富
な花材で作成したドライフラワーと冊子を入れ、誰でも簡単に作れるようにし、大変好評を得た。事前告知Twitterのインプレッションは5,000回を超えたほか、Twitterで完成作品を投稿していただくなど、コ
ロナ禍においても公園の自然やボランティア活動について多くの方にPRすることができた。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
1　ドッグランに関する苦情及びボランティアに関する諸課題について、事情を十分に把握しておらず、トラブルに発展した。
9　都が出している占用許可について、葛飾区との複雑な土地境界の経緯や現況を都に情報提供することで、より適切な許認可事務になるよう努めた。
12　花しょうぶの開花時期に多数の来園者が予想されたため、事前に安全に鑑賞できるルートを設定し、都と協議の上、ルートの一部閉鎖等を行った。また、巡回による声掛け、横断幕や掲示物の工夫、
Twitterでの周知により感染拡大の防止に努めた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

16 業者、職員の車両操作ミス等による物損が4件発生した。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.8

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 57 水元公園

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
４：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
５：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名 57 水元公園

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
４：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
５：子どもたちの健やかな成長の場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

51
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

特記事項

【管理状況】
・特定の住民から繰り返し寄せられる野球利用に関する要望に対し、少年野球連盟に協力を働きかけることで、一定程度の改善が見られた。
・時折、サービスセンターの対応に意見が寄せられることがあった。今後も公園利用者の意見を踏まえ、適切な対応をされたい。
・新型コロナウイルス感染症の影響で防災体験ワークショップが実施できなくなったことから、災害時に役立つ「灯り作り」動画を作成し、Twitterで配信した。

【事業効果】
・東京都からの要請に基づき、ドッグラン利用者の状況（居住区市町村、移動時間、滞在時間等）調査を実施した。QRコードを現地に掲示し非接触のWebアンケート等により167件の回答を得ることができた。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

4.8

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 0

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 0

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 58 篠崎公園
１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
2　新型コロナウイルス感染症関連の自動放送機能のスイッチを切り忘れたことにより、夜から朝にかけて繰り返し放送が流れるという事態が発生した。
12 都から求められるまで報告が無いことがあった。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20　例年開催していた「アジサイ祭り」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とし、アジサイの見頃の一週間を「篠崎アジサイWEEK」と位置付け、関連プログラムを実施した。各公園がコロナ禍
でイベントの代替実施を模索している中、比較的早い段階から密を避けて魅力を発信するための検討・実施を行い、利用者から好評を得た。

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針
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施設名 58 篠崎公園
１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

4.5

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

特記事項

【管理状況】
・繰り返し発生した犬の鳴き声に関する苦情に対し、都度巡回の時間を柔軟にずらすなど、状況把握に注力した。
・公園連絡協議会のメンバーを対象に、防災に焦点を絞ったアンケートを実施し、今後の地域連携防災訓練の企画に活用しうる情報を収集した。結果を分析し、発災時の初期対応や豪雨災害時の「区のハザー
ドマップ」の理解と避難行動など、基本情報を独自のフィードバック資料にまとめて回答団体に発送し、地域の防災力の向上をサポートした。

【事業効果】
・東京都からの要請に基づき、ドッグラン利用者の状況（居住区市町村、移動時間、滞在時間等）調査を実施した。QRコードを現地に掲示し非接触のWebアンケート等により112件の回答を得ることができた。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

48
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業計
画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等に
沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営体
制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る
2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 2

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅力
向上につながる取組を実施し、効果が
発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働の
取組みを適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×2 ○ 4

23
年間事業計画書等に沿って自主事業の
取組みを適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20　水仙の国内三大産地の一つである鋸南町に連携を呼びかけ、水仙の球根5,000株を寄贈していただき、水仙畑の魅力を一層向上した。また、鉄道会社や商業施設等との連携によりアプリを活用したウォーク
ラリーを開催したほか、感染症対策を徹底した上での「野鳥観察会」、在宅で楽しめるWebコンサート等の動画配信など、「新しい生活」に対応した新たなイベントを開催することで多くの方に葛西臨海公園の
魅力を楽しんでもらうことができた。
22　昨年度に絶滅危惧種のヒクイナのヒナが観察されたため、サービスセンター、大学、NPO法人の三者で葛西鳥類保全委員会を設立。鳥類園内にセンサーカメラと録音機を設置して、三者で生態調査を行い、
計3回の繁殖を確認した（23区内では繁殖が確認されているのは葛西臨海公園のみ）。調査結果に基づき、企業CSR活動等と連携して、ヒクイナが好む環境づくりとして鳥類園の水生植物等の管理作業を実施し
た。また、博物館やNPO法人と連携し、専門家や愛鳥家を招いたヒクイナシンポジウムを開催し、取組の成果を広くPRするとともに次年度以降の調査や保全活動について知見を共有した。さらに、同委員会では
公園におけるコアジサシの保護にも取り組み、公園で伐採した竹を使って保護区を拡大し、営巣数を過去最大規模に増やすことに成功した。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
2　日本庭園から芦ヶ池の間の水流について、構造上の理由により長らく止まったままの状況だったが、都に協議の上、芦ヶ池側のピットの桝高を切り下げる工事を行い、日本庭園側からの流れを復元した。ま
た、水量回復に合わせ、ボランティア団体と樹木管理に関する調整を重ね、懸案だった流れ周辺の樹木剪定や低木刈込、実生木処理を行い、流れに配された自然の石組みを活かした景観を創出した。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

13　障がい者支援団体と連携した防災訓練を実施した。障害がある方が実際に参加できる訓練項目を昨年度よりも増やし、より実践的な訓練により、職員・利用者双方の理解・経験を深めた。また、パラリン
ピック開催期間中の発災を想定し、車いすでの避難想定を盛り込んだ津波対応マニュアルの見直しを実施した。都が新設した避難用スロープや津波フラッグの活用、障がい者支援団体と連携した防災訓練の検証
成果などをマニュアルに盛り込み、より迅速に避難誘導ができる体制を整えた。さらに、公園オリジナルの防災施設紹介動画を制作しTwitterで配信したほか、DVDで20団体に配布した。
14　東京2020大会開催時の安全・安心の確保のため、警視庁主催のセキュリティ検討会への参加や葛西警察署との現地確認を行い、死角やセキュリティ上課題となる場所について意見交換を実施。その結果を踏
まえ、少しでも危険性有と判断した箇所については樹木剪定や中低木・草地の刈込を行い、ラストマイル沿い及び会場隣接園地の見通しを確保してテロや事故の防止に努めた。また、葛西警察署と連携したテロ
対策訓練を行い、万が一のの連携と対応力を強化した。さらに、警察署、園内各施設、江戸川区、鉄道会社等に呼びかけ葛西臨海公園連絡協議会を開催し、エリア全体が一体となってリスクマネジメントに取り
組む方針を共有した。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.9

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 59 葛西臨海公園

１：東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて準備する公園
２：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
３：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
４：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
５：独自の魅力づくりに取り組む都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名 59 葛西臨海公園

１：東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて準備する公園
２：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
３：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
４：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
５：独自の魅力づくりに取り組む都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

33
発災時の参集や活動体制等について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞
32　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、中央園路の一方通行化や、ウォッチングセンターの屋根劣化に伴う立入禁止措置等、都からの指示に基づき迅速に対応した。

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 S評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

60
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行ってい
る。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

特記事項

【事業効果】
・東京2020大会の開催に向けた各種調査、調整等に積極的に協力した。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、公園独自の誘導サインを設置したほか、混雑時には誘導員を立てて園路が密状態にならないよう未然に防いだ。また、駐車場の封鎖の際は、警察と連携して環
状7号線に電光掲示等を行い、駅前ロータリーや周辺道路の混乱を防いだ。報道取材にも適切に対応し、都の対策について広く周知した。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

4.9

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
2　6号防災トイレ改修後の既設バルブの不具合補修を速やかに実施した。また、日常の通行頻度が非常に高く、降雨時に泥土化する未舗装園路を砕砂舗装により改修し、足元の安全性、快適性を向上させた。
さらに、開園当初より設置された北東側の四阿「草思庵（そうしあん）」について、細部にわたる部材点検や高圧洗浄、塗装を実施し、当初からの木の趣を残した形で施設の長寿命化及び利用者の快適性の向
上を図った。
5　「里山の雑木」景観を意識した樹林地管理を行い、さらに、遊びの要素を取り入れた効果的な樹林地管理活動として、地域で複数の児童支援施設を運営する団体にはたらきかけ、子どもたちと里山の雑木林
エリアの保全を進めた。加えて「里山の雑木林エリア」の愛称を関係団体から公募し、利用者投票により愛称を決定して現地に説明看板を新設するなど、地域に親しまれる林づくりを行った。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 60 武蔵野中央公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 60 武蔵野中央公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

53
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・入口6か所、園路、入口表示灯2基、誘導灯32基、ソーラー照明灯18基、防災トイレ、かまどベンチ6基の定期点検及びヘリポートとして使用する原っぱ広場の点検を実施し、発災時に備えた。

【事業効果】
・企業と連携し、謎解きができるスマホアプリ「ひこうき雑学クイズラリー」を開発・リリースした。園内に設定したクイズポイントには、発生材で作った動物等を設置して参加者の目を楽しませる工夫を
行ったほか、公園の前身である飛行機工場の歴史に関するクイズを盛り込むなど、多世代の参加と、これに伴う歴史伝承を見越したコンテンツを「非接触」で発信することに成功した。
・新しい情報発信手段として、YouTube動画企画「むさちゅーぶ」を立ち上げた。関係者や地域の方にも参加していただき、戦時下の中島飛行機の空襲被害や都立公園開園までの歴史も含め、公園を紹介した動
画「紙飛行機に想い乗せて」を配信した。自媒体での周知のほか、市観光機構と連携して広域へのPRを展開するなど、コンテンツに継続性を持たせるための広報活動により拡散を図り、あわせて地域との良好
な関係構築を継続した。
・「コロナ禍で発表・披露の場が失われている」という地域の声を発端に発案した「とみんとつくる、中央公園（セントラルパーク）プロジェクト」の始動年として、野外展示ギャラリー「ぱーく・すぺー
す」を新設し、誰もが気軽に作品の発表ができる機会を創出した。ギャラリーの製作過程においても、都民と協働で、地域による地域のための「野外スペース」構想の体現に尽力した。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

事業効果

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者の
反応

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 0

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
21　地域の協力者との連携で4種の動画を作成。多摩動物公園の学芸員と連携した「昆虫原っぱで観察しよう」や地元大学生と連携した「動物たちを見に行こう」、近隣美術館の学芸員と連携した「噴水ライト
アップと天体観測会」、インストラクター等と連携した「はじめてみよう！インターバル速歩」を、園内のデジタルサイネージ、TwitterやYouTubeで配信し、多くの方々に視聴いただき、公園の魅力をアピー
ルすることができた。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
2　園内の雨水が流出することが問題となっていた緑町公園口に横断側溝を新設した。越流抑制ガイドスロープ付グレーチング蓋を採用し、さらに既設桝30箇所のグレーチング蓋を網目の大きいものに交換した
結果、ゲリラ豪雨等の出水や通行障害が解消できるようになった。また、排水管高圧清掃、桝総点検、排水設備増設等の実施もあわせて行うことで、大雨や台風等の気象災害時の影響を低減するなど、周辺地
域と園地の安全性の向上を図った。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

14　破損した複合遊具で利用者がケガをした事例があり、安全性を考慮した維持管理が不十分であった。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.9

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 61 府中の森公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 61 府中の森公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

52
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・クゲヌマランやキンランの保全を踏まえた樹林地内除草を実施した。
・入口7か所、園路、入口表示灯6基、誘導灯54基、ソーラー照明灯6基、防災トイレの及びヘリポートとして使用するサッカー場の点検実施。

【事業効果】
・ラグビーワールドカップの機運を高めるために2019年度にラグビーフェスタを開催したが、その際の盛り上がりを次世代の子どもたちに引き継ぐべく、市民団体の方々とリモート会議を開催した。そこで交
わされた意見を参考に、地域の方々にアンケートをとり、トータルスポーツイベントの開催要望があることを把握するなど、関係強化を図った。
・昨年度の公園連絡協議会での地域の方の提案を具現化し、少人数で好きな時間に気軽に参加できる「ちょこっとボランティア」を実施。「花壇水やりボランティア」や「落ち葉はきボランティア」等、年間
350人の参加者を得るなど反響と喜びの声が届いた。公園への愛着を深めるとともに、ボランティア活動にも興味を持っていただくことができた。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

事業効果

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者の
反応

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
1　数年来、隣接する関東村グラウンド（府中市管理）の利用者が公園敷地内に数百台駐輪してきたが、府中市と連携して掲示や利用団体への声掛けにより継続的な駐輪禁止措置を取り、混乱なく駐輪を完全に
なくし、適正化に成功した。
2　浸透池の高圧洗浄を実施し、浸透機能を回復した。また、トイレの日常管理に必要な設備データ、図面、写真、修理履歴等を１冊にまとめたトイレ管理台帳を運用した。日常管理のスピードと正確性が大幅
に向上し、他公園にも横展開を行った。さらに日常巡回点検においては、敷地面積が広く毎日細部まで点検徹底が難しいことから、メリハリを付けて、園内を4エリアに分割し、週1回エリア毎に重点巡回を実
施したことで、点検の効率や精度を飛躍的に高めることができた。来園者に対する利用施設のサービスの一層の向上にもつなげることができた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.9

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 62 武蔵野の森公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて準備する公園
２：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
３：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 62 武蔵野の森公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて準備する公園
２：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
３：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
４：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

56
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・ふるさとの丘の高木について、継続的に整備を行い、全ての中高木の手入れが完了し、景観が改善された。
・入口6か所、園路、入口表示灯8基、ソーラー照明灯27基、防災トイレ、揚水ポンプ及びヘリポートとして使用する府中市運動施設の点検を実施した。
・地元の来園者に改めて防災公園の役割を伝えるため、園内8箇所にパネルを新設し、サービスセンターでは防災トイレ紹介ビデオを放映した。

【事業効果】
・のびのび親子館について、密を避けるための適正な利用ルールを設け、周知・運用を図るとともに、昼夕の床・トイレ清掃、使用済スリッパの消毒、非接触型体温検知器導入等衛生対策の徹底により、乳幼
児の多い施設での感染リスクを低減し、利用者から多数の感謝の声が寄せられた。
・参加者集合型イベントに代わる新たなプログラムとして、講師によるウォーキング教室等のビデオ制作や、四季ごとの花情報のパンフレットや府中野鳥クラブと協働で作成したガイドブックなどのセルフガ
イドツールの充実、それぞれ園内での放映・掲示・配布、HP及びYouTubeへの掲載により、コロナ禍でも楽しめる新しい公園利用の形を提供した。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

事業効果

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者の
反応

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞
32　東京2020大会自転車ロードレースのスタート会場となることから、電力の供給、仮設施設の設置、清掃関係その他関係事項について、定期的な調整会議への参加、現場の調整、占用工事の指導監督、公園
利用者への広報など、全面的な協力、支援を行っている。

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
2　緊急事態宣言発令に伴う駐車場や遊具の閉鎖時期を活用し、施工に日数が必要な補修や、通常であれば利用を制限しなければできないスポーツ施設管理棟内壁塗装やシャワー設備の更新、更衣室の棚の補修
等を集中的に実施し、宣言解除後は、閉鎖前よりも快適な公園施設を利用者に提供することが可能となった。
6　昨年、成体を確保したニホンアカガエル（絶滅危惧種Ⅰ類）の卵塊を育成保護し、オタマジャクシになるまで飼育展示を行った。また、バードサンクチュアリの観察環境充実のため、水場にスロープや下草
刈り等の整備改良を加え、発生材の丸太を積み上げることで、多様な生物生息環境を創出した。さらに、昼夜問わず自動撮影できるトレイルカメラをバードサンクチュアリに設置。撮影できた鳥類やタヌキ等
の様子をTwitter等を活用して発信し、生態系を紹介した。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.6

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 63 小金井公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
４：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
５：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施



所管局による一次評価シート

○ 2

施設名 63 小金井公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
４：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園
５：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

52
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・直営による高所作業を年間で38日間実施し、剪定や枯れ枝除去を強化するなど、安全で快適な空間づくりに努めた。地域住民からは、視認性や見通しの改善だけでなく、職員が熱心に取り組む姿がいつも見
られることに対し、お褒めの言葉をいただいている。
・早朝テニスや多目的運動広場利用について、集合型の抽選会から、事前申込制の代理抽選方式に変更。密の回避による感染予防や、利用者が時間に縛られない抽選方法にするなど、利用者本位の改善が図れ
た。
・コロナ禍において公園来園者が増加する状況で、職員による感染防止キャンペーン巡回、子どもたちを対象とした手洗い講習会、施設の適切な利用規制と感染防止の呼びかけ等を行い、感染抑制を図った。

【事業効果】
・警察や消防の協力を得て、「防災スタンプラリー」を開催した。デジタルサイネージを利用した防災展示、セルフガイド形式の防災スタンプラリーなど、楽しみながら防災の普及啓発を図れるコンテンツを
提供した。
・入口7か所、園路、入口表示灯12基、誘導灯143基、ソーラー照明灯13基、防災トイレ、揚水ポンプ、かまどベンチの及びヘリポートとして使用するいこいの広場の点検を実施。
・ボランティア団体と連携し、分散利用を促進するセルフガイドツールを充実して情報発信を強化した。また、樹木観察を楽しめるグリーンアドベンチャーの新コースを新たに整備し、コースマップを多くの
利用者へ提供した。ボランティア団体の活動内容を掲示板やWEBを用いてPRしたほか、会員増加や団体のWEBサイト改善にも協力し、活動の活性化を実現した。
・地域団体等とエリアマネジメントの実施に向けた意見交換会を立ち上げた。コアメンバーで公園管理の実態を把握（地域関係者5団体へのヒアリング、公園面白アクティビティ調査）したほか、地域企業・団
体の協力を得て「桜めぐりマップ」を制作。行政区を超えた大きな連携の輪が広がった。
・東京都からの要請に基づき、ドッグラン利用者の状況（居住区市町村、移動時間、滞在時間等）調査を実施した。QRコードを現地に掲示し非接触のWebアンケート等により102件の回答を得ることができた。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

事業効果

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者の
反応

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.2

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
6　バタフライガーデンの充実として、新規にジャコウアゲハの繁殖を実施。食草植栽の充実により園内初の産卵、数多くの羽化・成蝶の羽ばたきを確認することができた。サービスセンターで展示を行い、羽
化シーンの撮影に成功したことからデジタルサイネージで発信するなど、利用者が生態に触れながら学ぶ機会を提供した。また、職員が近隣小学校・高校に赴き、生物多様性保全や現在の活動等について伝え
るとともに、実際に園内での花植えや清掃等を行うなど、公園の生物多様性への理解を深めてもらい、地域との連携強化にもつながった。さらに、東樹林の実生アカマツを保護しながらの林床管理や野鳥棲息
地の草刈など、各所での活動を積極的に行いながら生物多様性保全を進めるとともに、野鳥の看板の季節ごとの更新や公園ならではの野鳥の特徴を伝える看板の設置など、普及啓発に努めた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

14　自転車による法面走行などの行為が目立つようになったため、法面の麓に約250株の株物植栽を直営で施し、危険行為を止めることができた。また、マナーを守らないスケートボーダーの増加により、来園
者の安全が危ぶまれることから、4月からスケートボードを全面的に禁止し、粘り強く対応し、禁止であることを定着させることができたため、来園者から感謝の言葉をいただいた。さらに、団体利用41団体に
コロナ対策を書面で提出していただき、感染症防止の徹底に努めた。そのほか、雨天後は滑りやすく閉鎖せざるを得なかった「いきいき広場」の地盤改良工事を行い、雨の直後でも危険なく利用できるように
なり、安全性や利便性が向上した。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 64 東村山中央公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 64 東村山中央公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：多様な生物の貴重な生息・生育空間となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

52
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・多目的運動場の広場排水勾配確保、路面浸透性向上の補修を実施した。
・入口3か所、園路、入口表示灯9基、誘導灯15基、ソーラー照明灯13基、防災トイレの及びヘリポートとして使用する中央場の点検を実施した。

【事業効果】
・イベントの動画配信やセルフガイドシートの作成など、新たな方法を取り入れ、コロナ対策を徹底しつつ満足度を高める取組を実施した。感染防止はもちろん、参加者の満足度向上にもつながった。
・ボランティアが仕立てた菊を展示する「菊花展」を、新型コロナウイルス感染症対策を講じて開催した。1,338人の来場者を得るなど、多くの方に江戸の園芸文化に触れていただいた。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

事業効果

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者の
反応

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.5

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 65 東大和南公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 65 東大和南公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

50
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・園内喫煙マナーについて、園内掲示や巡回時、園内放送で利用者に注意喚起を図り、他の来園者への受動喫煙防止に努めた。
・木製のベンチなどの休憩施設は定期的な確認を行い、老朽化や破損した箇所については適宜補修したほか、ベンチ塗装やパーゴラの高圧洗浄、休憩所入口の段差の擦り付けやベンチ足元の不陸修正などを行
い、来園者に快適にご利用いただけるよう取り組んだ。
・四阿、園路の苔の高圧洗浄、園路の根上擦りつけ、四阿の段差解消を実施した。
・入口7か所、園路、入口表示灯6基、誘導灯62基、ソーラー照明灯17基、防災トイレ、防災パーゴラ及びヘリポートとして使用する運動広場・ゲートボール場の点検を実施した。
・老朽化に伴う事務所新設について、年度当初から工事業者と調整し、都事業に協力した。
・公園の役割を知りたいという地域の声に応え、公民館主催の市民企画運営講座において、公園の見学会と役割説明を行った。また、地元消防署も巻き込み、防災あずまや体験、消火器訓練なども体験しても
らった。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

事業効果

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者の
反応

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 2

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
23　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、秋のバラフェスタは例年と内容を変更し、秋バラの見頃の時期に来園者に公園のバラ園をより楽しんでいただけるプログラムを実施した。「今日のバラ
Twitter」をはじめ、春バラの写真展示、ボランティアが作成したオリジナルポプリの販売、バラの解説を盛り込んだアプリの新規導入のほか、ソーシャルディスタンスの目安として石畳にステンシルプリント
を施すなど、密にならずに安心して楽しめるよう工夫した。また、「みんなのバラアンケート」により選ばれた人気のバラを新たに植栽し、親しみを持っていただくなど、公園の魅力を創出し、バラ園ファン
を増やした。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
5　樹木剪定について、低木刈込は、遊具広場付近では子どもの姿が見える60㎝として安全性の向上を図り、アジサイ園周囲では車椅子でもアジサイがよく見える高さに設定するなど、来園者目線で各所調整し
作業を実施し、安全性の向上や景観の改善に取り組んだ。来園者の立場に立って工夫する努力は、評価に値する。
12　バーベキュー受付のWeb化を実施するとともに、事前予約制を導入した。利用者の混乱がないよう案内看板を刷新し、2基増設した。春からの本格シーズンに向けて、早期に園内掲示やHP、Twitter等で周知
し、窓口受付時にはチラシ配布や口頭説明を徹底し、スムーズな導入を図った。また、バーベキュースペースを設定することでその他のレクリエーション利用との住み分けができ、快適に利用できる環境が整
い、適正利用を促進した。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.6

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 66 秋留台公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：独自の魅力づくりに取り組む都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 66 秋留台公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
３：独自の魅力づくりに取り組む都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

＜評価の内容＞
・早朝・夜間・勤務時間内と発災想定を変えた訓練や施設運用に焦点をあてた訓練など、年４回の全体訓練を実施し、職員の防災対応力を向上させるなど、救出救助活動拠点の機能発揮のための取組を行って
いる。
・コロナ禍で地域防災訓練が実施出来ないなかでも、防災設備の案内や、防災公園の役割を説明したＤＶＤを作成し、周辺自治会等に配布するなど、地域の防災力向上に寄与している。
・風水害の対応についても調整を開始するなど、複合災害に対する取組も進められた。

  団体の特性が十分に
  発揮されている

　団体の特性が十分に
　発揮されていない

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

54
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・トリム広場内に浸食していた芝を除去し、地盤面を整備した。不陸を解消し安全を確保するとともに、雨後の水たまりを解消し快適性を確保したほか、ダスト舗装補修により、マンホールとの段差も解消し
た。実施時期も工夫し、早期に周知を図るなどして封鎖の影響も最小限に抑えた。
・道標、競技場説明板の洗浄、ベンチ足元のインターロッキング洗浄、バラ園床、じゃぶじゃぶ池周囲ベンチの高圧洗浄を実施した。
・クビアカツヤカミキリが発見されたことから、都や地元市へ報告するとともに、毎日の点検を実施し、被害の早期発見と迅速な処置を行った。処置や薬剤注入が迅速にできるよう環境を整え、被害の拡大防
止に努めた。
・入口1か所、園路、入口表示灯4基、ソーラー照明灯3基、防災トイレ及びヘリポートとして使用する陸上競技場の点検を実施した。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

事業効果

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者の
反応

防災施設の十分な維持管理

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

15
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
年間事業計画書等に沿って公園の魅力向
上につながる取組を実施し、効果が発揮さ
れたか。

×2 ○ 4

20
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 4

23
目標値に対して90％以上110％未満
で水準どおり

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 67 浜離宮恩賜庭園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

安全性の
確保

評価水準

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

適切な財
務･財産管
理

評価水準

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

配点 備考

4.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
2　前年度の台風時に「松の御茶屋」の欄間の千鳥の透かし彫りを通して室内に強風が吹き込み被害を受けたことを踏まえ、意匠になじむ加工を施した、全て形状の異なる34個の千鳥のアクリル板を作成して透
かし彫り部分にはめ込むことで、景観を損なわずに確実な被害対策を講じた。

配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
19　コロナ禍においても庭園を楽しみたいという声に応え、感染症対策を十分に検討し、ライブビューイングによる「お点前拝見」や「パネル展　東西馬術の接点・浜離宮」、ソーシャルディスタンスを確保
するとともに複数会場での開催により参加者の分散化を図った「技能伝承見学会（雪吊り）」等、様々な工夫を行った上で積極的にイベントを開催し、庭園文化の魅力を最大限に伝え、多くの参加者から好評
を得た。
20　休園期間中も園内の様子を楽しんでいただけるよう、複数のTwitter企画（動画配信・アンケート・普段見られない景観の配信等）を行い、フォロワー数が前年比147％となった。また、YouTubeでは職員に
よる英語版「庭さんぽ」を配信し、コロナ禍で来園できない海外の方に向けて庭園をPRした。
22　鴨場に関する文献調査を行い、宮内庁公文書館や江戸東京博物館等10ヶ所への画像使用許可申請、宮内庁職員等の有識者に記載内容の確認依頼等により、質の高い「浜離宮恩賜庭園 鴨場ガイドブック」を
作成し、新たな魅力発信のツールとなった。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

有料施設の利用状況
・利用者数目標　78.3万人

１：庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：延遼館の復元などにより貴重な文化財を後世に引継ぐ都立庭園
３：独自の魅力づくりに取り組む都立庭園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

配点 備考 得点
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施設名 67 浜離宮恩賜庭園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：延遼館の復元などにより貴重な文化財を後世に引継ぐ都立庭園
３：独自の魅力づくりに取り組む都立庭園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
文化財の保存について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
技術の継承等について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

35 高いレベルの管理を実施したか ×1 ○ 1

【一次評価結果】

45点 得点

S 60点以上

A 57点以上、59点以下

B 40点以上、56点以下

C 39点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

特記事項

【事業効果】
・浜離宮恩賜庭園の本質的価値を構成する馬場跡について、現地調査を行い、課題を抽出し、史資料に基づいた計画書を作成した。また、作成した指針に基づき、金属探知機による排水設備の調査、馬場での
騎乗を想定した剪定による修景を実施した。
・昨年度に東京都の工事が完了した「中島の御茶屋空調設備」について、供用した際に予測不可能な不具合が発生したため、原因を究明し補修を行った。「富士見山トイレ」において視認性の高い滑り止め塗
装を行った。

要改善事項等

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考

都との密接な連携による文化財の保存

作庭意図の伝承及び技術の継承

作庭意図を尊重した景観形成など高いレベルの管理

得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

事業効果

利用者の
反応

評価水準

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

59
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

変更なし 変更あり

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

＜評価の内容＞
・浜離宮恩賜庭園での「松の御茶屋」の台風対策や、旧芝離宮恩賜庭園での大泉水護岸補修や植栽の撤去による景観の向上、六義園での園路補修や景観修復など、作庭意図を組んだ景観保全・再生を行った。
・保存活用計画や史資料に基づき、庭園有識者に図りながら庭園景観の向上に取り組んでいる。
・保存図面や庭園工作物標準図集を作成するなど庭園景観を未来につなげる管理者としてのノウハウを蓄積した。

実施 未実施

適切な実施状況 不適切な実施状況

＜評価の内容＞

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

＜評価の内容＞

配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

15
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

20
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

21
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

23
目標値に対して90％以上110％未満
で水準どおり

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 68 旧芝離宮恩賜庭園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

安全性の
確保

＜評価の内容＞

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

配点 備考

5.0

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞
5 コロナ禍の休園期間を活用して、平成18年度から懸案であった実生のケヤキ（C=275cm）を伐採するなど、積極的な修景を行った。景観の向上とともに、樹木の根が飛石園路の石を押し上げるのを防ぎ、利用
者の安全確保、文化財の保全を図った。

評価水準 配点 備考 得点

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

有料施設の利用状況
・利用者数目標　17.2万人

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

都民協働の取組み

自主事業の取組み

１：貴重な文化財を後世に引継ぎ庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等
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施設名 68 旧芝離宮恩賜庭園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：貴重な文化財を後世に引継ぎ庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
文化財の保存について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
技術の継承等について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

35 高いレベルの管理を実施したか ×1 ○ 2

【一次評価結果】

45点 得点

S 60点以上

A 57点以上、59点以下

B 40点以上、56点以下

C 39点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

5.0

特記事項

要改善事項等

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考

都との密接な連携による文化財の保存

作庭意図の伝承及び技術の継承

作庭意図を尊重した景観形成など高いレベルの管理

得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

事業効果

利用者の
反応

評価水準

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

54
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

変更なし 変更あり

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

＜評価の内容＞
・浜離宮恩賜庭園での「松の御茶屋」の台風対策や、旧芝離宮恩賜庭園での大泉水護岸補修や植栽の撤去による景観の向上、六義園での園路補修や景観修復など、作庭意図を組んだ景観保全・再生を行った。
・保存活用計画や史資料に基づき、庭園有識者に図りながら庭園景観の向上に取り組んでいる。
・保存図面や庭園工作物標準図集を作成するなど庭園景観を未来につなげる管理者としてのノウハウを蓄積した。

実施 未実施

適切な実施状況 不適切な実施状況

＜評価の内容＞
35　継続実施している黒ボク護岸の応急補修に合わせて、検土杖調査で堆積層を確認したうえでの芝生地の切り下げ、景観を遮る株物の除去、二和土舗装による園路補修を実施し、広場から大泉水にかけての
連続性を確保。保存管理計画に求められている池泉鑑賞景観「広がりある大泉水」をより感じられる景観へと近づけた。複数年かけて、離宮時代の洋館からの眺望を意識した池泉周りの修景の劇的な景観改善
を図り、今年度の取組については、文化財庭園の保存・復元・管理等に関する専門委員からも高い評価を受けた。

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

＜評価の内容＞

配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 0

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

15
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

20
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

23
目標値に対して90％以上110％未満
で水準どおり

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 69 小石川後楽園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

安全性の
確保

評価水準

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

適切な財
務･財産管
理

評価水準

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

配点 備考

4.6

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
2　唐門復元及び東門開門に伴い、庭園鑑賞に相応しいサインや案内板を充実させた。交通案内では、複数の鉄道が乗り入れる駅を含め、視覚的に判別しやすいよう工夫した。また、解説版等の英語表記は、直
訳ではなくわかりやすい英訳を採用し、より庭園文化の理解を深めてもらえるように配慮した。さらに、東門の園名版作成に当たっては、都に材料や書体を提案し、品格のある園名版となった。
10 一時占用許可において、納入通知書兼領収書に誤った金額を記載した。その後、誤った領収書を回収し、正しい処理を行った。書類作成時の声出し確認、ダブルチェックを徹底し、再発防止に取り組んだ。

配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
19　例年実施している「伝統技能見学会（松の雪吊り）」を、実施日時や場所を変え、密を避けて安心して観賞できるよう工夫して開催し、例年と同じ参加人数を得た。また、来園できない多くの方にも楽し
んでもらえるよう、製作過程をYouTubeで配信した。通常は見せられないバックヤードでの作業や、利用者は立ち入ることができない松の内側からの映像等も含めてわかりやすく編集し、「伝統技能見学会」と
は別の角度から発信したことで、多くの方に興味をもっていただけた。
20　唐門復元とそれに伴う東門開門のPRを主眼とし、地図形式のガイドブック「小石川後楽園旅指南」を作成した。本来、内庭から唐門を通り回遊するのが正式な鑑賞ルートであったことや、「江戸から京都
への旅」が楽しめる庭園であることを、園内図等を使ってわかりやすく紹介するとともに、HPとTwitterのQRコードを印刷して最新の情報にアクセスできるようにするなど工夫した。今後、ガイドツアー「庭さ
んぽ」で活用できる、庭園の魅力を多面的に伝えるツールとなった。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

有料施設の利用状況
・利用者数目標　35.4万人

１：庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：貴重な文化財を後世に引継ぐ都立庭園
３：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立庭園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

配点 備考 得点
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施設名 69 小石川後楽園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：貴重な文化財を後世に引継ぐ都立庭園
３：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立庭園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る
2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

33
文化財の保存について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
技術の継承等について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

35 高いレベルの管理を実施したか ×1 ○ 1

【一次評価結果】

45点 得点

S 60点以上

A 57点以上、59点以下

B 40点以上、56点以下

C 39点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

特記事項
【事業効果】
・保存管理計画に基づき、大堰川の修景として、「州浜のぐり返し」「蛇籠の更新」とその技術伝承に取り組んだ。

要改善事項等

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考

都との密接な連携による文化財の保存

作庭意図の伝承及び技術の継承

作庭意図を尊重した景観形成など高いレベルの管理

得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

事業効果

利用者の
反応

評価水準

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

59
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

変更なし 変更あり

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

＜評価の内容＞
・浜離宮恩賜庭園での「松の御茶屋」の台風対策や、旧芝離宮恩賜庭園での大泉水護岸補修や植栽の撤去による景観の向上、六義園での園路補修や景観修復など、作庭意図を組んだ景観保全・再生を行った。
・保存活用計画や史資料に基づき、庭園有識者に図りながら庭園景観の向上に取り組んでいる。
・保存図面や庭園工作物標準図集を作成するなど庭園景観を未来につなげる管理者としてのノウハウを蓄積した。

実施 未実施

適切な実施状況 不適切な実施状況

＜評価の内容＞
30 「唐門」の公開に際し、都主催の内覧会とは別に、庭園主催の近隣施設向け内覧会も開催し、警察・消防、駅、ホテル等の関係者を招待した。新たに創設された見どころを案内するとともに、東門開門によ
り変化する利用者導線を踏まえた新しい観点からの取組のための布石を打った。
32 都の「唐門復元工事」「東門周辺整備工事」に関し、定例打合せと調整を重ね、特に利用者の立場に立って安全対策に配慮し、車両動線や立ち入り禁止区域等の調整を慎重に行い、工事の円滑化に協力し
た。また、完成後の都主催のメディア向け事前公開及び内覧会に際しては、事前の清掃、記念品の作成配布、当日の運営等全面的に協力した。

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5



所管局による一次評価シート

○ 2

【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 2

15
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

20
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

21
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

23
目標値に対して90％以上110％未満
で水準どおり

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 70 六義園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

安全性の
確保

評価水準

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

適切な財
務･財産管
理

評価水準

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

配点 備考

4.9

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞
14　園内で発生した来園者の落水事故に際し、上級救命技能認定を受けた職員及び管理所による迅速かつ的確な人命救助、救急要請を行った。予期せぬ事故に対して日常訓練の成果を発揮し、東京消防庁消防
総監より感謝状を授与された。

＜評価の内容＞

配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
19　「伝統技能見学会（雪吊り・霜除け）」について、感染症対策として、例年は口頭で説明していた内容をセルフガイドにまとめて配布し、利用者から好評を得た。また、例年の見学会では見られない準備
段階の「藁ぼっち」や「帆柱」制作の様子をタイムラプス動画に収めてTwitterで紹介し、動画の再生回数は15,000回以上となった。コロナ禍においても伝統技能を広く発信し、新たなファンの獲得につながっ
た。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

有料施設の利用状況
・利用者数目標　81.0万人

１：貴重な文化財を後世に引継ぎ庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立庭園
３：独自の魅力づくりに取り組む都立庭園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

配点 備考 得点
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施設名 70 六義園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：貴重な文化財を後世に引継ぎ庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立庭園
３：独自の魅力づくりに取り組む都立庭園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

33
文化財の保存について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
技術の継承等について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

35 高いレベルの管理を実施したか ×1 ○ 1

【一次評価結果】

45点 得点

S 60点以上

A 57点以上、59点以下

B 40点以上、56点以下

C 39点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

特記事項

【管理状況】
・庭園景観になじみにくい都市公園型のベンチを撤去し、縁台を配置した。また、縁台足元の土系舗装を補修し、泥濘が解消され滑りにくくなり、快適性が向上した。

【事業効果】
・経年劣化した築山の園路について、園路舗装とロープ柵の補修を行い、変化のある展開の回遊式景色を回復した。鑑賞者の歩行の安全を確保しただけでなく、植栽を踏圧から保護するとともに、作庭当初か
らの要素が多く残る庭園の地割れを明瞭に保全した。

要改善事項等

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考

都との密接な連携による文化財の保存

作庭意図の伝承及び技術の継承

作庭意図を尊重した景観形成など高いレベルの管理

得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

事業効果

利用者の
反応

評価水準

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

58
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

変更なし 変更あり

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

＜評価の内容＞
・浜離宮恩賜庭園での「松の御茶屋」の台風対策や、旧芝離宮恩賜庭園での大泉水護岸補修や植栽の撤去による景観の向上、六義園での園路補修や景観修復など、作庭意図を組んだ景観保全・再生を行った。
・保存活用計画や史資料に基づき、庭園有識者に図りながら庭園景観の向上に取り組んでいる。
・保存図面や庭園工作物標準図集を作成するなど庭園景観を未来につなげる管理者としてのノウハウを蓄積した。

実施 未実施

適切な実施状況 不適切な実施状況

＜評価の内容＞
30　関連団体へ協力を働きかけ、三菱創業150周年記念特別展示「都立庭園になった岩崎家本邸・別邸」のパネル展示を行った。また、千葉県富里市教育委員会と連携し、明治年間に六義園へ数十万本の樹木を
植栽したゆかりのある「旧岩﨑家別邸 末廣農場」へ、名古山のヤマアジサイの剪定枝（発生材）を譲渡した。さらに、近隣のミュージアムとクイズラリーを実施し、地域の周遊性を高めた。各関連団体との連
携を深めるとともに、普及啓発や利用促進にもつながった。
32　都立庭園で初めて「事前予約システム」を導入し、一日の入園者数上限を5,000人に制限することで混雑緩和を図った。積極的に周知を行い、団体利用の抑制や分散利用につながった。マスク着用やソー
シャルディスタンスの確保等の園内放送を多言語で行うとともに、警備員の配置や警察官による園内巡回も働きかけ、来園者が安心して過ごせる環境を提供し、近隣自治会長からも感謝の声があった。

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

5.0

＜評価の内容＞

配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

15
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

20
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

21
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

23
目標値に対して90％以上110％未満
で水準どおり

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

都民協働の取組み

自主事業の取組み

有料施設の利用状況
・利用者数目標　18.0万人

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
19　新型コロナウイルス感染症対策のため休止している庭園ガイドに代わり、職員手作りの「簡易音声ガイド」を導入し、密を避けながら質の高いガイドを提供した。また、非公開の地下道の見学要望が高い
ことから、地下道を紹介するパネルを作成し、地下道を身近に感じられる場所で展示することで、利用者ニーズに応えた。

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.9

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

１：貴重な文化財を後世に引継ぎ庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立庭園
３：独自の魅力づくりに取り組む都立庭園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

施設名 71 旧岩崎邸庭園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等
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１：貴重な文化財を後世に引継ぎ庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立庭園
３：独自の魅力づくりに取り組む都立庭園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

施設名 71 旧岩崎邸庭園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
文化財の保存について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
技術の継承等について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

35 高いレベルの管理を実施したか ×1 ○ 1

【一次評価結果】

45点 得点

S 60点以上

A 57点以上、59点以下

B 40点以上、56点以下

C 39点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

変更なし 変更あり

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

実施 未実施

適切な実施状況 不適切な実施状況

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

＜評価の内容＞
・浜離宮恩賜庭園での「松の御茶屋」の台風対策や、旧芝離宮恩賜庭園での大泉水護岸補修や植栽の撤去による景観の向上、六義園での園路補修や景観修復など、作庭意図を組んだ景観保全・再生を行った。
・保存活用計画や史資料に基づき、庭園有識者に図りながら庭園景観の向上に取り組んでいる。
・保存図面や庭園工作物標準図集を作成するなど庭園景観を未来につなげる管理者としてのノウハウを蓄積した。

要改善事項等

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

54
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

作庭意図の伝承及び技術の継承

作庭意図を尊重した景観形成など高いレベルの管理

＜評価の内容＞

特記事項

【管理状況】
・季節の植物を集めたウェルカムスポットの設置、オリジナルの館内専用靴袋など、一層の来園者サービスの向上に努めている。
・樹木剪定作業中に剪定枝落下事故が発生したが、事故後の現場検証に基づく安全対策改善案の提示や、これを受けての全庭園の関連業者を対象とした「緊急安全管理説明会」の開催等、作業時の安全管理を
再確認することにより安全管理の徹底を図った。

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

＜評価の内容＞

得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

都との密接な連携による文化財の保存
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

15
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

20
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

23
目標値に対して90％以上110％未満
で水準どおり

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 72 向島百花園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

安全性の
確保

評価水準

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

適切な財
務･財産管
理

評価水準

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

配点 備考

4.9

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20　Twitterを利用し、花の開花状況をタイムリーに発信した。休園中は「#百花園さんぽ」として動画を投稿したほか、「萩の開花情報を毎日提供」「梅の花全種類紹介」等、自宅でも楽しんでいただけるよ
う工夫し、再開園後の集客につなげる取組を積極的に行った。取組はマスコミ各社で取り上げられ、萩のトンネル最盛期には前年を上回る利用者数となった。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

有料施設の利用状況
・利用者数目標　12.1万人

１：貴重な文化財を後世に引継ぎ庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

配点 備考 得点
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施設名 72 向島百花園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：貴重な文化財を後世に引継ぎ庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
文化財の保存について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
技術の継承等について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

35 高いレベルの管理を実施したか ×1 ○ 1

【一次評価結果】

45点 得点

S 60点以上

A 57点以上、59点以下

B 40点以上、56点以下

C 39点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

特記事項

【管理状況】
・一年を通して、門前や窓口、園内各所に見ごろの花々を展示し、四季百花楽しめる「百花園」を印象付ける季節感ある演出を行った。

【事業効果】
・「大朝顔展」や「月見の会」等のイベントは中止としたが、季節感や風景を伝えるための展示を行った。また、講師によるガイドイベント「野草ウォッチング」も中止としたが、講師に依頼し、季節の花々
のセルフガイドシートを作成・配布した。

要改善事項等

ハギのトン
ネル

評価水準 配点 備考

都との密接な連携による文化財の保存

作庭意図の伝承及び技術の継承

作庭意図を尊重した景観形成など高いレベルの管理

得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

事業効果

利用者の
反応

評価水準

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

54
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

変更なし 変更あり

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

＜評価の内容＞
・浜離宮恩賜庭園での「松の御茶屋」の台風対策や、旧芝離宮恩賜庭園での大泉水護岸補修や植栽の撤去による景観の向上、六義園での園路補修や景観修復など、作庭意図を組んだ景観保全・再生を行った。
・保存活用計画や史資料に基づき、庭園有識者に図りながら庭園景観の向上に取り組んでいる。
・保存図面や庭園工作物標準図集を作成するなど庭園景観を未来につなげる管理者としてのノウハウを蓄積した。

実施 未実施

適切な実施状況 不適切な実施状況

＜評価の内容＞
34　主要景観である「ハギのトンネル（胡枝花洞）更新」を、庭園技能伝承研修で実施した。改良を重ねた作業治具を使用し、竹加工を中心とした庭園特有の景観を維持する技能を伝承したほか、これまで熟
練職員の経験に頼る部分が多く詳細な資料がなかったことから、図面や作業手順等をまとめた資料を作成し、確実な技能の伝承に努めた。

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

＜評価の内容＞

配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

15
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

20
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

21
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

23
目標値に対して90％以上110％未満
で水準どおり

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 73 清澄庭園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

安全性の
確保

評価水準

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

適切な財
務･財産管
理

評価水準

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

配点 備考

4.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
1　利用希望の多い集会施設について、利用ルールの見直し等を行い、適正化を図った。

配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
19　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止となった伝統技能見学会の代替として、集会施設で冬支度の資料展示を実施した。実物大の雪吊り模型の制作・展示や、マツの年間管理のPR冊子の更新・配布の
ほか、マツの雪吊りの設置作業を撮影しタイムラプス風に編集した動画をTwitterで発信するなど、各媒体を利用して庭園の普及啓発を活発に行った。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

有料施設の利用状況
・利用者数目標　25.5万人

１：貴重な文化財を後世に引継ぎ庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立庭園
３：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立庭園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

配点 備考 得点
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施設名 73 清澄庭園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：貴重な文化財を後世に引継ぎ庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立庭園
３：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立庭園
４：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
文化財の保存について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
技術の継承等について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

35 高いレベルの管理を実施したか ×1 ○ 2

【一次評価結果】

45点 得点

S 60点以上

A 57点以上、59点以下

B 40点以上、56点以下

C 39点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

特記事項

【事業効果】
・施設間相互割引の対象施設を新たに2箇所追加した。
・街中に障がいがある方のアートを飾る「第一回アートバラ深川おしゃべりな芸術祭」の実施に伴い、実行委員会等と連携して、園内のバリアフリールートを中心に25作品を展示した。
・江東区観光協会、鉄道会社主催の「清澄白河スタンプラリー」や、近隣の資料館による「奥の細道サミットIN江東スタンプラリー」に協力し、施設間の協力関係強化や地域の周遊性の向上につなげた。

要改善事項等

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考

都との密接な連携による文化財の保存

作庭意図の伝承及び技術の継承

作庭意図を尊重した景観形成など高いレベルの管理

得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

事業効果

利用者の
反応

評価水準

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

56
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

変更なし 変更あり

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

＜評価の内容＞
・浜離宮恩賜庭園での「松の御茶屋」の台風対策や、旧芝離宮恩賜庭園での大泉水護岸補修や植栽の撤去による景観の向上、六義園での園路補修や景観修復など、作庭意図を組んだ景観保全・再生を行った。
・保存活用計画や史資料に基づき、庭園有識者に図りながら庭園景観の向上に取り組んでいる。
・保存図面や庭園工作物標準図集を作成するなど庭園景観を未来につなげる管理者としてのノウハウを蓄積した。

実施 未実施

適切な実施状況 不適切な実施状況

＜評価の内容＞
35　劣化の著しい擬木の門柱や橋等について、擬木の年代を測定するための調査を実施。その結果、日本庭園で用いられた近代の擬木構造物として初期作品である可能性が高いことを確認し、補修方法の検討
を行った。また、休園期間を利用し、花菖蒲田池の景観向上のための池底の堆積物除去を行い水質を改善するとともに、鑑賞動線を妨げる植栽改善の一環として松の移植を実施し、景観を改善した。さらに、
大泉水のアオコ抑制のため、超音波式藻類抑制装置を導入し、池の浄化に努めた。

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

＜評価の内容＞

配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

15
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

20
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

23
目標値に対して90％以上110％未満
で水準どおり

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

都民協働の取組み

自主事業の取組み

有料施設の利用状況
・利用者数目標　33.1万人

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20　臨時休園となった春バラの時期も積極的にTwitterやHPを更新し、美しい写真を添付したバラの全種類紹介をはじめ、見頃のバラ園の様子、技能職員の仕事風景、日本庭園の楽しみ方などをわかりやすく動
画で説明して大きな反響を呼び、半年間で3,000人以上もフォロワーを増やした。こうした取組が秋バラの時期や紅葉期の集客につながり、コロナ禍においても多数の利用者が訪れた。

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞
2　通常であれば長期間の通行止めをしなければ措置が難しい主要園路の補修について、休園期間を有効に活用して集中的に実施した。工期を短縮して開園時には通行規制を回避し、利用者サービスの向上や安
全性の確保、景観改善につなげた。
5　技能職員が積み重ねてきた経験、知識、技術により、バラの開花時期を調整して秋バラの見頃を紅葉の時期に合わせることで、園路の狭いバラ園での滞留を防ぎ、日本庭園への回遊性を高めた。また、大滝
周辺についても、奥行きや幅が感じられるように手入れをすることで、庭園の視点場としての魅力を向上させた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

１：貴重な文化財を後世に引継ぎ庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：独自の魅力づくりに取り組む都立庭園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

施設名 74 旧古河庭園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等
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１：貴重な文化財を後世に引継ぎ庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：独自の魅力づくりに取り組む都立庭園
３：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園

施設名 74 旧古河庭園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
文化財の保存について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
技術の継承等について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

35 高いレベルの管理を実施したか ×1 ○ 1

【一次評価結果】

45点 得点

S 60点以上

A 57点以上、59点以下

B 40点以上、56点以下

C 39点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

変更なし 変更あり

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

実施 未実施

適切な実施状況 不適切な実施状況

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

＜評価の内容＞
・浜離宮恩賜庭園での「松の御茶屋」の台風対策や、旧芝離宮恩賜庭園での大泉水護岸補修や植栽の撤去による景観の向上、六義園での園路補修や景観修復など、作庭意図を組んだ景観保全・再生を行った。
・保存活用計画や史資料に基づき、庭園有識者に図りながら庭園景観の向上に取り組んでいる。
・保存図面や庭園工作物標準図集を作成するなど庭園景観を未来につなげる管理者としてのノウハウを蓄積した。

要改善事項等

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

57
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

作庭意図の伝承及び技術の継承

作庭意図を尊重した景観形成など高いレベルの管理

＜評価の内容＞
30　北区や近隣の資料館と連携して地域観光施設や商店街を回遊する「渋沢栄一クイズラリー」、近隣の歴史館と連携して地域の歴史や文化財に親しむ「特別展 コンドル博士と岩崎家四代」を実施したほか、
近隣観光施設との実行委員会形式により「文化ロードマップ」を作成した。庭園の利用促進を図るとともに、地域全体の活性化及び地域振興に貢献した。また、警察署協議委員として、職員が警察との意見交
換を定期的に行い良好な関係を継続しており、繁忙期には制服警官による園内外の巡回強化・協力により事故やトラブルを未然に防いでいる。

特記事項

【管理状況】
・園内にある旧古河邸と連携して庭園の価値向上に努めるとともに、繁忙期の感染症対策についても一体となって取り組んだ。
・洋館の外壁剥落防止措置に関する対応協力を行い、文化財の保護や安全安心な庭園空間の提供に努めた。
・震災対策・苦情防止の観点から、庭園外周の老朽化した万年塀の補強工事や計画的な樹木剪定を行い、マンション等隣地居住者及び利用者の安全確保を徹底した。

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

＜評価の内容＞

得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

都との密接な連携による文化財の保存
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

15
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

20
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

23
目標値に対して90％以上110％未満
で水準どおり

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

＜評価の内容＞
19　文化財庭園の保存に欠かせない伝統技能を周知する「伝統技能見学会」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とし、代替として、パネル展示やTwitterを活用し、技能職員による雪吊り・霜除
けの紹介を行った。作業日には、利用者が滞留しないよう、パネル展示への誘導案内も設置し分散利用を図った。ツイートにはハッシュタグ「#殿ヶ谷戸庭園の冬支度」を使用するなど工夫し、伝統技能に関す
る動画の再生回数は平均1,300回程度、多いものでは1,600回を超え、広く庭園職員の匠の技を紹介することができた。
20　旬の花木や庭園の様子について、複数のテレビ局やラジオに効果的な情報提供を行い、集客につなげた。コロナ禍で厳しい利用状況が続く中、紅葉期の来園者数は前年度比106％となった。また、SNSを活
用して馬車道の特徴や手入れのこだわりをわかりやすく5つの項目に分けて投稿し、約32,000件の閲覧数があるなど、庭園の魅力を広く発信した。

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

都民協働の取組み

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

自主事業の取組み

有料施設の利用状況
・利用者数目標　11.7万人

得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞
5　裸地化して山野草が衰退したエリアについて、コナラ等の中低木の移植による日当たり調整、耕耘や落葉敷きによる土壌改良等の環境改善を行い、山野草を移植する環境を整えた。また、希少種をはじめと
する山野草を保全するため、種子栽培に加え、新たに葉挿しを取り入れて10種の栽培を行ったほか、種を選定し、それぞれの環境にあった場所での移植・栽培を行うなど、園内の山野草の充実と拡大を図って
いる。

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

１：貴重な文化財を後世に引継ぎ庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園施設名 75 殿ヶ谷戸庭園 公園別マネジメントプランにおける

マネジメント方針

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.8

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

安全性の
確保

評価水準 配点 備考

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等
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１：貴重な文化財を後世に引継ぎ庭園の文化を世界に発信する都立庭園
２：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立庭園施設名 75 殿ヶ谷戸庭園 公園別マネジメントプランにおける

マネジメント方針

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

33
文化財の保存について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
技術の継承等について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

35 高いレベルの管理を実施したか ×1 ○ 2

 

【一次評価結果】

45点 得点

S 60点以上

A 57点以上、59点以下

B 40点以上、56点以下

C 39点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

実施 未実施

適切な実施状況 不適切な実施状況

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

変更なし 変更あり

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

＜評価の内容＞
・浜離宮恩賜庭園での「松の御茶屋」の台風対策や、旧芝離宮恩賜庭園での大泉水護岸補修や植栽の撤去による景観の向上、六義園での園路補修や景観修復など、作庭意図を組んだ景観保全・再生を行った。
・保存活用計画や史資料に基づき、庭園有識者に図りながら庭園景観の向上に取り組んでいる。
・保存図面や庭園工作物標準図集を作成するなど庭園景観を未来につなげる管理者としてのノウハウを蓄積した。

＜評価の内容＞
35　保存管理計画に基づき、庭園アプローチの重要な景観である往時の馬車道を復元する重点的な手入れを実施するとともに、国分寺崖線の稜線を引き立てる樹木管理や広がりのある芝生管理、主要樹木の
モッコクの剪定等を行った。現状変更申請を適切に行いつつ、植栽整備を実施することで、作庭意図を尊重した修景保存ができている。また、庭園景観の構成要素である工作物の補修を実施した。

特記事項

【管理状況】
・感染症対策として、庭園景観を損ねないよう竹の発生材や山野草を用いてソーシャルディスタンスを意識する細工物を作成し、利用者から好評を得ている。また、紅葉亭では３密防止のため網戸を設置して
換気を行い、利用後にはアルコール消毒を実施したほか、湯呑は30客から15客に減らし、漬け込み消毒を行うなど、利用者が安心して利用できる環境づくりに取り組んでいる。
・砂場の危険物確認を毎日行うとともに、砂場の天地返し整備を月1回実施し、安全確保に努めている。

【事業効果】
・園内各所にある解説版の更新を行い、デザインを合わせ、色調を母屋と同じにすることで、庭園全体に統一感が生まれ、名勝庭園にふさわしい風格と落ち着きをもたらした。また、庭園独自の魅力を英語で
解説し、外国人来園者に庭園への理解を深めてもらえるよう努めた。

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

57
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

要改善事項等  

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考

作庭意図の伝承及び技術の継承

作庭意図を尊重した景観形成など高いレベルの管理

都との密接な連携による文化財の保存

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

＜評価の内容＞

得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.9
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について
年間事業計画書等に沿って実施した
か

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

7
維持管理の記録・報告について適切
に実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が
3.0以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 0

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 0

12
その他年間事業計画書等に記載した
管理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施
設点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について
年間事業計画書等に沿って実施した
か

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実
施したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保
して適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理
を実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PR
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発
揮されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発
揮されたか。

×2 ○ 4

24
目標値に対して90％以上110％未満で
水準どおり

×2 ○ 2

25
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

26
選定時の事業計画書に沿って計画的
に事業を実施し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

事業効果

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名

管理状況

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

１：江戸園芸文化を後世に引継ぎ世界に発信する都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
４：植物の種の保存と普及啓発の拠点となる都立公園
５：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

事業の取組

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

適切な管理
の履行

配点

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

配点 備考

＜評価の内容＞

得点

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

4.5

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

2　温室の熱供給システムが不具合によるトラブルを繰り返す原因について、独自に調査し問題点の解明を行った。維持管理で出来る対応はすべて行いつつ、抜本的な解決に向けての検討を進め、現在の設備
の問題点を詳細に把握した上で、都と情報共有するための報告資料の作成、提出を行った。また、園内のトイレに自動感知型水栓を導入し、旧式の蛇口栓を一掃したほか、使用頻度が高いトイレにオートソー
プディスペンサーを設置し、感染防止対策を徹底した。
6　神代植物公園で見いだされたツバキ「神代都鳥」が3月に日本ツバキ協会に新品種として登録、優秀古木椿に認定された。「神代」の冠がついた固有品種の育成をPRし、日本を代表する植物園の魅力を発信
した。植物多様性センターでは、絶滅危惧種で栽培技術が確立されていないミクラジマトウヒレン、シマキンレイカ、オニバス、ミズアオイを保護育成し、増殖に成功した。また、都の工事に伴い、希少種
（カワラノギク、キンラン未熟苗、ホラシノブ）の一時預かり、現地復元等を実施した。
9　「第14回神代植物公園秋のバラ展」について、直前に中止が決定されたにも関わらず都へ報告がなく、都の事務に支障をきたした。
11　管理体制の変更に関する報告が遅れるなど、人員配置及び連絡体制が不十分であった。

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

得点

評価水準

評価水準

備考

有料施設の利用状況
・利用者数目標　72万人

備考

評価水準

評価水準

評価水準

自主事業の取組み

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

備考

得点

＜評価の内容＞
20　平成29～31年度に実施した特別企画展の展示内容を取りまとめて再構成し、特別企画展「多様な日本の植物が世界の園芸文化に及ぼした影響と役割」を開催した。日本の特異な植物層の成り立ちや日本の
園芸文化の特徴、日本の野生植物や園芸植物が世界の園芸文化に及ぼした影響を明らかにし、江戸園芸文化のすばらしさを発信した。また、植物多様性に関する出張展示は、植物園協会のネットワークを活用
し積極的に働きかけを行ったことで、計画予定数を大きく上回る全国12箇所で出張展示を実現した。コロナ禍において植物多様性センターに直接来ることができなかった方へも植物多様性保全の教育・普及を
図るとともに、各施設との連携強化にもつながった。
23　神代植物公園及び深大寺周辺を個々に回遊する謎解きゲーム「フロッドと瓶の中のフシギな世界」を、企画会社、深大寺そば組合、深大寺の協力を得て実施し、延べ6,000人が参加した。参加者のペース
でコロナ禍でも楽しめる質の高いサービスを提供し、地域の活性化にも寄与した。また、夜の植物公園の魅力を伝えるため、広い芝生広場を活かした野外上映会「星空映画」を初開催した。300人の予約制と
し、検温・消毒・ソーシャルディスタンス確保等、感染症対策を徹底した上で、大人も子どもも夜のピクニック感覚で楽しめる特別な体験を提供した。子ども世代にも参加してもらえるような映画を選択し、
リピーター獲得につながった。

76 神代植物公園

適切な財
務･財産管
理

都民協働の取組み

＜評価の内容＞

配点

得点

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

得点

配点

配点

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

備考

安全性の
確保
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公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名

１：江戸園芸文化を後世に引継ぎ世界に発信する都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：東京の水と緑の骨格軸の形成に寄与する都立公園
４：植物の種の保存と普及啓発の拠点となる都立公園
５：都民や企業等とのパートナーシップを推進する都立公園

76 神代植物公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

30 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

31
関係機関との連携強化について、年
間事業計画書等に沿って適切に実施
したか

×1 ○ 1

32
都の政策と連動した事業について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

33
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

34
展示の充実について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

35
植物育成・管理技術の承継について
年間事業計画書等に沿って実施した
か

×1 ○ 1

36
発災時の参集や活動体制等について
年間事業計画書等に沿って実施した
か

×1 ○ 1

37
防災施設の維持管理について年間事
業計画書等に沿って実施した

×1 ○ 1

【一次評価結果】

48点 得点

S 64点以上

A 60点以上、63点以下

B 43点以上、59点以下

C 42点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

事業効果

行政目的の
達成

高いレベルの植物育成・管理技術の確実な継承

発災時の迅速な参集、活動体制の整備

国内外の植物園との連携強化による展示の充実

配点

防災施設の十分な維持管理

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

指定管理者の財務状況

一次評価結果 A61

利用者の
反応

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

＜評価の内容＞

特記事項

特命要件の継続 未実施

不適切な実施状況

＜評価の内容＞
・新型コロナウイルス感染症対策に配慮し、江戸園芸に関する企画展を実施するなど魅力発信に取り組んだ。
・無菌培養による域外保全、全国の植物園との情報交換など、植物多様性保全の普及啓発に貢献した。
・調布市との防災に係る調整の中で、風水害時の避難場所としても利用する確認書を取り交わすなど複合災害に備えた。

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はあ
るか）

適切な実施状況

団体の特性が十分に
発揮されていない

  団体の特性が十分に
  発揮されている

変更あり

実施

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

変更なし

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

【管理状況】
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、都の要請に基づき臨時休園やイベントの自粛を行うとともに、来園者及び職員に対する感染症対策を充分に実施して、安全・安心な公園利用を図った。
・都が進める自治体との防災基本協定の維持に協力し、調布市との防災基本協定を締結。地震だけでなく、風水害時の避難場所としても利用する確認書も取り交わし、防災公園として複合災害に備えた。

【事業効果】
・植物コミュニティアプリ「GreenSnap」と連携して3Dバーチャル技術を使い、オンラインで神代植物公園ばら園をバーチャル体験できる取組を開始した。マウス操作でバラ園を自由に移動でき、解説がつい
た51種類のバラを鑑賞できるようにした。コロナ禍において園外での展示イベントが難しい中、世界中で季節を問わずいつでもばら園を楽しめる環境を整えた。
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う臨時休園の長期化により、今年度の入園者数は約31万人（前年度比約▲51％）に留まったが、SNS等により高頻度で情報発信したことで、開園期間の6～12月における入
園者数は、前年同月間比121％、約54,000人増となった。
・都立施設のDX推進に則りキャッシュレス化を進め、正門・深大寺門の窓口券売機、自動券売機を刷新。全ての機器でクレジット、電子マネー、QRコード決済への対応が可能となり、利便性が向上した。
・神代植物公園がコア施設となり、調布市をはじめ武蔵野地域をフィールドに各拠点施設と広域的に地域活性を目指す「むさしのガーデン紀行」が、国土交通省が推進するガーデンツーリズム事業に認定され
た。
・東京都からの要請に基づき、ドッグラン利用者の状況（居住区市町村、移動時間、滞在時間等）調査を実施した。QRコードを現地に掲示し非接触のWebアンケート等により114件の回答を得ることができた。

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

＜評価の内容＞

4.7

備考

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

得点

得点

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

配点 備考

4.5

評価水準

評価水準
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 77 夢の島公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて準備する都立公園
２：日本の亜熱帯植物を後世に引継ぎ世界に発信する都立公園
３：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
４：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
５：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管
理の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
2　東京2020大会に向けて東京都が実施した大規模整備では対応しきれなかった、大雨時の園路滞水箇所や建築指導指摘箇所、案内板改修等について、組織委員会などと工事調整を図って改修し、利便
性向上に努めた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

事業効果
事業の取
組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営
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施設名 77 夢の島公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて準備する都立公園
２：日本の亜熱帯植物を後世に引継ぎ世界に発信する都立公園
３：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
４：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
５：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

評価水準 配点 備考 得点

配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

32　東京2020大会会場整備工事が長期間に及び、工事施工場所や施工内容、駐車場の開閉が日々刻々と変化する中、組織委員会や東京都と密接に情報共有を図って臨機応変に対応し、来園者の安全を
考慮した動線確保等に努めた。

特記事項

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

行政目的
の達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.8

＜評価の内容＞

評価水準

特命要件の継続 東京2020大会が延期となる中、大会組織委員会と協力し安全管理に努めた。また、整備が再開された際には施工業者と連携し、利用者案内や導線の確保など、安全管理を行った。

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

52
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が2.4
以上3.6未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

 
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 2

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
目標値に対して90％以上110％未満で
水準どおり

×2 ○ 2

25
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

26
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

施設名 78 夢の島熱帯植物館 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて準備する都立公園
２：日本の亜熱帯植物を後世に引継ぎ世界に発信する都立公園
３：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
４：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
５：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管
理の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

3.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
5　温室上部ガラスに接触していた高性ヤシを、ロープワークを駆使して適切に伐採した。経緯や写真を掲示して来館者への事前周知をきめ細かに行うとともに、作業状況の動画での記録や、発生材を
中庭に展示する等、来館者への作業内容のアピールにも努めた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

事業効果
事業の取
組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
21 公式ＨＰ上に館内をＶＲ撮影した「バーチャル植物館」を展開し、コロナ禍で来館が困難な利用者でも楽しめる、新たな施設利用方法を提供した。

都民協働の取組み

自主事業の取組み

有料施設の利用状況
・利用者数目標　8万人
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施設名 78 夢の島熱帯植物館 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて準備する都立公園
２：日本の亜熱帯植物を後世に引継ぎ世界に発信する都立公園
３：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
４：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
５：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

27 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

30 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

31
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

32
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

33
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】
43点 得点

S 58点以上

A 54点以上、57点以下

B 38点以上、53点以下

C 37点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.8

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

＜評価の内容＞

特記事項

【管理状況】
・新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、券売機やドアノブ、カフェ利用などで消毒を徹底した他、注意喚起のアナウンスや換気、空気清浄機の設置及びトイレ前スクリーンカーテン設置によ
るドアの開放などを実施。トイレも老朽化していることから全便器に洗浄剤・静菌剤の機器を設置し、トイレ飛沫汚染を防止するなど来館者に安心を提供した。
・新型コロナウイルス感染症拡大により、開館・休館を繰り返す形になったが、開館することが決定した際は、少ない準備期間の中で速やかに開館準備に着手し、毎回滞りなく、開館することができ
た。

要改善事項等

行政目的
の達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

指定管理者の財務状況

特命要件の継続 東京2020大会が延期となる中、大会組織委員会と協力し安全管理に努めた。また、整備が再開された際には施工業者と連携し、利用者案内や導線の確保など、安全管理を行った。

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

52標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書に等沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 0

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 0

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

評価水準

評価水準

評価水準

評価水準

＜評価の内容＞
12　一部実態と異なる報告がなされた。実態に即した報告をするよう努められたい。

得点

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

自主事業の取組み

＜評価の内容＞

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

適切な財
務･財産管
理

事業効果
事業の取
組

配点 備考

＜評価の内容＞

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

得点

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

都民協働の取組み

施設名

管理状況

適切な管
理の履行

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

備考

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

配点評価水準

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

安全性の
確保

配点 備考

79 潮風公園

東京2020大会工事に
伴い全域閉鎖のため

未集計

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

１：東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて準備する公園
２：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞
15　一部事故報告の遅れや報告書提出漏れがあり、緊急時連絡体制の不徹底が見受けられた。再発防止に努められたい。

法令等の
遵守

配点 備考

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

配点 備考 得点

＜評価の内容＞

得点
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公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名 79 潮風公園

１：東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて準備する公園
２：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

　
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 2

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

33
海上公園との一体的な管理によりサー
ビスを向上させたか

×1 ○ 2

【一次評価結果】

42点 得点

S 56点以上

A 53点以上、55点以下

B 37点以上、52点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

特命要件の継続
一時滞在施設情報連携訓練におけるお台場海浜公園との連携した取組みや、続日本100名城選出に伴い、スタンプラリー用公式スタンプをお台場海浜公園内のマリンハウスとお台場事務所内に設置すて
ＰＲを行うなど、連続した一体性を活かした管理が行われている。

要改善事項等

標準点

評価基準

評価水準

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

評価水準

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

都立海上公園と一体的な管理による利用者サービスの向上

【管理状況】
・工事による閉鎖期間を有効活用し、修景施設のカスケードの水中照明LED化工事や園内全域の給排水設備工事などを実施した。

43

東京2020大会工事に
伴い全域閉鎖のため

未集計

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

備考

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

得点

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

特記事項

東京2020大会工事に
伴い全域閉鎖のため

未集計

行政目的
の達成

評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

事業効果

利用者の
反応

配点 備考

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

東京2020大会工事に
伴い全域閉鎖のため

未集計

＜評価の内容＞

指定管理者の財務状況

一次評価結果 B標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

＜評価の内容＞
32　東京2020大会関連工事に伴う建築物設置に当たっては週１回程度の高頻度で現地立ち会いをし、公園機能に支障が出ないように設置場所・動線等の調整を行った。また、東京2020大会に関連し
て、公園側から首都高用地に大型バスが試走する際、組織委員会及び川崎国道事務所とも調整の上、ルートの確認及び安全確保を行った。
33　公園内での撮影占用許可申請等について、予約等を一元化することで工事で閉鎖していて撮影ができない潮風公園の代わりに近隣の海上公園を紹介するなど、柔軟に対応し利用者の利便性を確保
した。

配点

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

東京2020大会工事に
伴い全域閉鎖のため

未集計

得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書に等沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 2

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 0

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

事業効果
事業の取
組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
12　一部実態と異なる報告がなされた。実態に即した報告をするよう努められたい。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.4

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

施設名 80 台場公園 １：文化財の保全と利活用を図る都立公園

管理状況

適切な管
理の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等
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公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針施設名 80 台場公園 １：文化財の保全と利活用を図る都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

33
海上公園との一体的な管理によりサー
ビスを向上させたか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

42点 得点

S 56点以上

A 53点以上、55点以下

B 37点以上、52点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

特命要件の継続
一時滞在施設情報連携訓練におけるお台場海浜公園との連携した取組みや、続日本100名城選出に伴い、スタンプラリー用公式スタンプをお台場海浜公園内のマリンハウスとお台場事務所内に設置すて
ＰＲを行うなど、連続した一体性を活かした管理が行われている。

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

46
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

＜評価の内容＞
32 隣接するお台場海浜公園が東京2020大会開催延期に伴って工事工程を変更したことで、台場公園へアクセスできなくなり開閉園を繰り返したが、関係者と積極的に調整を行い、随時ＨＰなどで適切
な情報提供を心がけ、利用者の混乱防止に努めた。

指定管理者の財務状況

特記事項

要改善事項等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

都立海上公園と一体的な管理による利用者サービスの向上

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

＜評価の内容＞

行政目的
の達成

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について
年間事業計画書等に沿って実施した
か

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切
に実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数
が3.0以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した
管理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施
設点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について
年間事業計画書等に沿って実施した
か

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実
施したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保
して適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理
を実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
適切な財務運営・財産管理を行った
か

×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効
果が発揮されたか。

×2 ○ 4

21
年間事業計画書等に沿って広報・PR
の取組みを実施し、効果が発揮され
たか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発
揮されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発
揮されたか。

×2 ○ 4

24
公園別マネジメントプランを踏まえ
た管理運営を適切に実施し、効果が
発揮されたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的
に事業を実施し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

確認項目

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20 東京都が行った復興記念館外装改修工事において取替・修復を行った正面怪獣像について、文化財的な価値があり、美術品制作的作業工程は貴重であることから、後世に残すため詳細に記録を残し、特
別展という形で取りまとめた。その結果、メディアに取り上げられ、横網町公園の新たな魅力を広く知らしめることができた。
23 地域のNPO等との実行委員会形式で開催している「首都防災ウイーク」は初めてオンラインで講演会を開催した。視聴者は2000名を超え、中には遠方から参加する人もいるなど、多くの人に防災の重要性
を広めた。また、感染症対策の観点から集団での外出移動が難しい小学校への出張ガイドを実施し、震災・戦災の記憶の継承に努めた。他の自主事業のイベントについても、参加者同士の接触を避け、なる
べく短時間でできるよう、材料を一人ずつ用意するなど感染症対策を万全に行い、参加者からも好評の声を得た。

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

都民協働の取組み

自主事業の取組み

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

安全性の
確保

＜評価の内容＞

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.5

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

確認項目

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

所管局による一次評価シート
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施設名 81 横網町公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：平和を祈念する場としての都立公園

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等



○

所管局による一次評価シート

2

施設名 81 横網町公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
２：平和を祈念する場としての都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年
間事業計画書等に沿って適切に実施
したか

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応し
たか

×2 ○ 4

33
東京都慰霊堂との一体的な管理運営
を実施したか

×1 ○ 1

【一次評価結果】
42点 得点

S 56点以上

A 53点以上、55点以下

B 37点以上、52点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

B+1点以上、A+-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特命要件の継続
コロナ禍においても首都防災ウィークを実施し、防災フォーラムなどをオンラインライブで配信を行った、また、集団での外出移動が難しい小学校への出張ガイドを実施するなど、高い公共性を持って情報
発信を行った。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

53
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

＜評価の内容＞
32 大法要の実施にあたり、コロナ禍でも参列者や一般来園者の安全を確保するため、都からの要請に従いながら適切な人員配置やオペレーションを行った。また、取材対応において、回答内容等を都と事
前調整するなど、連携して対応した。

特記事項
【管理状況】
・都が改築したトイレについて、目かくし植栽など一部を改修し、環境の向上を図った。また、季節の花の展示や日本庭園における松の雪吊り、秋の七草コーナーなどによって、景観の向上に継続して努め
た。

行政目的の
達成

評価水準 配点

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

東京都慰霊堂と一体的な管理運営

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

事業効果

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.1

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.6

＜評価の内容＞

備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が3.0
以上4.5未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
年間事業計画書等に沿って適切に施設
点検や訓練を実施したか

×1 ○ 1

14
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

15
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

16
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

18 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

21
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

22
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

23
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを適切に実施し、効果が発揮
されたか。

×2 ○ 2

24
公園別マネジメントプランを踏まえた管
理運営を適切に実施し、効果が発揮さ
れたか。

×1 ○ 1

25
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

都民協働の取組み

自主事業の取組み

公園別マネジメントプランを踏まえた管理運営

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

公園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

防災への配慮
・防災関連施設点検、防災訓練の実施等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.5

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 82 東京臨海広域防災公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

施設の適正な管理
・迷惑、危険行為、不法占拠等の指導、利用者間の調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 82 東京臨海広域防災公園 公園別マネジメントプランにおける
マネジメント方針

１：民間活力の導入による新たな魅力を持った都立公園
２：地震災害時への対応のため、防災機能を強化・充実した都立公園
３：スポーツによる健康づくりの場となる都立公園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

26 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

27 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 2

28 3.0以上4.5未満で水準どおり ×1 ○ 1

29 3.0以上4.5未満で水準どおり ×2 ○ 2

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

30
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って適切に実施した
か

×1 ○ 1

31
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

32
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

【一次評価結果】

41点 得点

S 55点以上

A 52点以上、54点以下

B 37点以上、51点以下

C 36点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

特命要件の継続
コロナ禍で利用状況が大きく変化する中、国営公園と共同し園内利用ルールの再整備を行った。また、自動芝狩り機を国営公園とまたがった箇所にも使用し、同品質の芝生環境を提供するなど、都立公園と国営公園の一
体管理を実現した。

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

44
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

指定管理者の財務状況

特記事項

【管理状況】
・園地の利用状況が大きく変化し、団体でのスポーツ利用が増加したため、適切に利用指導できるよう基準を明確化した。その結果、前年度に比べて、ラグビー等の団体利用の数は増加したものの、苦情の
声は少なくなり、来園者が安心して利用できる環境を創出した。
・国営公園と都立公園にまたがるヘリポート付近の芝生広場では、自動芝刈機を導入した結果、コストの縮減と共に常に一定の管理品質の芝生環境を提供した。
・ボランティアが活動できる大規模花壇整備に向けて、まずは園路を敷設した。
【事業効果】
・大規模イベントは実施できなかったものの、「ぼうさいモーターショー」でこれまで培った繋がりを活かし、提供してもらった写真を用いて写真展を開催した。
・ペットのマナーアップキャンペーンの一環として、オンラインでペットの防災にまつわるトークイベントを実施。参加者からはチャットで質問を受け付けるなど、コロナ禍においても公園利用者の期待に
応えるよう努めた。

要改善事項等 　

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

行政目的の
達成

事業効果

利用者の
反応

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.4

＜評価の内容＞

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.2

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.5

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.3

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が2.4
以上3.6未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

15
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

20
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

21
希少野生生物保全について年間事業
計画書等に沿って実施し、効果が発揮
されたか。

×1 ○ 2

22
環境学習や情報提供業務について年
間事業計画書等に沿って実施し、効果
が発揮されたか。

×1 ○ 1

23
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

24
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

25
目標値に対して90％以上110％未満で
水準どおり

×2 ○ 2

26
各園の特性を生かした業務展開を実施
し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

27
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20 ホームページ「東京ズーネット」内に新たなコンテンツ「東京ズービー」をオープン、様々な動画を配信して自宅で動物園を疑似体験してもらう取組を実施した。また、シャンシャンの誕生日に合わせ
てTwitterでパンフレットの掲載や過去を振り返るツイートを行うなど、積極的なPR活動に努めた。
21 開園以来初となるアジアゾウの繁殖に成功したほか、カジカガエルの繁殖により日本動物園水族館協会から初繁殖認定を受けた。また、3月にはジャイアントパンダの交尾を成功させるなど、希少種保全
に貢献した。

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

動物園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

自主事業の取組み

有料施設の利用状況
・利用者数目標　４園計700万人

各園の特性を生かした業務展開

希少野生生物保全業務
・研究活動、域外・域内保全活動、普及啓発

環境学習、情報提供業務
・観察を支援する補足情報の内容、提供手段の開発、改善、正確な情
報提供

都民協働の取組み

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

3.6

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 83 恩賜上野動物園 動物園の各園の目標
様々な動物の魅力的な展示を通して、野生動物保全の重要性を国内外へ
発信する動物園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

動物管理業務
・日常飼育、動物病院、動物の移動、動物台帳等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 83 恩賜上野動物園 動物園の各園の目標
様々な動物の魅力的な展示を通して、野生動物保全の重要性を国内外へ
発信する動物園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

28 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

30 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

31 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

32
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

33
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 4

35
飼育技術を活用したさらなる魅力向上
に取り組んでいるか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

44点 得点

S 59点以上

A 55点以上、58点以下

B 39点以上、54点以下

C 38点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

＜評価の内容＞
・アジア象やキリン、チーターやオランウータンなど、生物工学的技術など、高い技術により繁殖を実現した。
・札幌市円山動物園と協定を締結するなど、他園との信頼関係構築を進めている。

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はあ
るか）

適切な実施状況 不適切な実施状況

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

団体の特性が十分
に
発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

55
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【事業効果】
・世界ゾウの日イベントに合わせて公開した動画は普段見られない超至近距離からの視点が話題となり、1万回を超える再生回数となった。
・9/8に新施設「パンダのもり」がオープンし、コロナ禍で密が発生しないよう案内誘導を行い、多くの来園者に対応した。しかし、ベンチ・野外卓の更新にについては、計画策定の遅れや協議不足により
適切な執行がなされなかった。

要改善事項等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

高い飼育技術を活用した動物園の更なる魅力向上

事業効果

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者の
反応

＜評価の内容＞
34　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として「事前予約システム」を導入して混雑緩和を図り、来園者が安心して過ごせる環境を提供した。また、EVバスの運行開始にあたっては、コロナ禍による一
部納品の遅れや、運行ルールの見直しが求められる中、円滑に運行できるよう尽力した。

利用者満足度（園内の緑や自然環境）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 0

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が2.4
以上3.6未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 0

15
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 0

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

20
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

21
希少野生生物保全について年間事業
計画書等に沿って実施し、効果が発揮
されたか。

×1 ○ 2

22
環境学習や情報提供業務について年
間事業計画書等に沿って実施し、効果
が発揮されたか。

×1 ○ 1

23
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

24
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

25
目標値に対して90％以上110％未満で
水準どおり

×2 ○ 2

26
各園の特性を生かした業務展開を実施
し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

27
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20 ホームページ「東京ズーネット」内に新たなコンテンツ「東京ズービー」をオープン、様々な動画を配信して自宅で動物園を疑似体験してもらう取組を実施した。
21 アカガシラカラスバトの自然繁殖に順調に継続的に成功。キリン・チーター・オランウータン等、希少動物の繁殖に成功。アジアゾウについて北海道にある動物園との教育研究活動の拡充のための協定
を締結。保全・普及に関する連携を強化した。

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

動物園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

自主事業の取組み

有料施設の利用状況
・利用者数目標　４園計700万人

各園の特性を生かした業務展開

希少野生生物保全業務
・研究活動、域外・域内保全活動、普及啓発

環境学習、情報提供業務
・観察を支援する補足情報の内容、提供手段の開発、改善、正確な情
報提供

都民協働の取組み

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
1　カンガルーの脱出など飼育管理体制に不十分な点があった。直ちに捕獲したものの、再発防止策の徹底を図られたい。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞
14　飼育管理の事故において、組織端末への事故報告書の送信のみで、電話連絡を怠った。
15　維持管理工事受注者が、不注意により転落する事故が発生したほか、職員が廃棄物積み込み作業時にサイドブレーキをかけずに駐車したため、車両が無人のまま前進し、工事用囲いに衝突する事故が発
生した。また転落事故の再発防止に係る検討に手間取り、報告書の提出が遅れた。

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

3.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 84 多摩動物公園 動物園の各園の目標
多摩丘陵の自然を活用し、ダイナミックな展示と野生動物の繁殖を推進
する動物園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

動物管理業務
・日常飼育、動物病院、動物の移動、動物台帳等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 84 多摩動物公園 動物園の各園の目標
多摩丘陵の自然を活用し、ダイナミックな展示と野生動物の繁殖を推進
する動物園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

28 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

30 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

31 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

32
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

33
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 0

35
飼育技術を活用したさらなる魅力向上
に取り組んでいるか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

44点 得点

S 59点以上

A 55点以上、58点以下

B 39点以上、54点以下

C 38点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

＜評価の内容＞
・アジア象やキリン、チーターやオランウータンなど、生物工学的技術など、高い技術により繁殖を実現した。
・札幌市円山動物園と協定を締結するなど、他園との信頼関係構築を進めている。

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はあ
るか）

適切な実施状況 不適切な実施状況

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

団体の特性が十分
に
発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

48
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【事業効果】
・「アフリカフェア」は例年通りの開催ができなかったため、在京アフリカ大使館とオンライン会議として開催し、討議を行った。また、専門家による複数の講演をオンラインで行い、来園できない状況で
も教育普及に努めた。
・秋の繁忙期の土日祝日については、一時的に事前整理券予約システムを導入し、コロナ禍での密対策として入場制限を行った。
・ライオンバスステーションのリニューアルオープンに向け、ライオンの放飼練習やバスの試走、会場準備等を行った。

要改善事項等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

高い飼育技術を活用した動物園の更なる魅力向上

事業効果

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者の
反応

＜評価の内容＞
34 ベンチ・野外卓の更新について、計画策定の遅れや協議不足により適切な執行がなされなかった。

利用者満足度（園内の緑や自然環境）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.8

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 0

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が2.4
以上3.6未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

15
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 4

20
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

21
希少野生生物保全について年間事業
計画書等に沿って実施し、効果が発揮
されたか。

×1 ○ 1

22
環境学習や情報提供業務について年
間事業計画書等に沿って実施し、効果
が発揮されたか。

×1 ○ 1

23
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

24
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

25
目標値に対して90％以上110％未満で
水準どおり

×2 ○ 2

26
各園の特性を生かした業務展開を実施
し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

27
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
19 　夜間開園が中止になった代わりに実施した「夜の水族園」のライブ動画配信では各エリアの様子を職員のガイド付きで紹介したほか、専門家による高校生・大学生向けの講座「海の学び舎」はオンラ
イン開催したことによって北海道や京都など遠方の学生も参加するなど、コロナ禍においても工夫を凝らして園の魅力を広めた。また、「いきもののミカタ宣言2021」として職員が生き物や自然環境を守る
ためにできることを宣言した動画の公開や、特設展示「魚が食べたい！」での水産物の持続的利用の紹介など、教育普及プログラムも多数実施した。
20 ホームページ「東京ズーネット」内に新たなコンテンツ「東京ズービー」をオープン、様々な動画を配信して自宅で動物園を疑似体験してもらう取組を実施した。

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

動物園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

自主事業の取組み

有料施設の利用状況
・利用者数目標　４園計700万人

各園の特性を生かした業務展開

希少野生生物保全業務
・研究活動、域外・域内保全活動、普及啓発

環境学習、情報提供業務
・観察を支援する補足情報の内容、提供手段の開発、改善、正確な情
報提供

都民協働の取組み

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞
1 ニジマスを一時的に別の水槽に収容した際に、酸欠のためへい死させる事故があった。事前確認を徹底し、再発防止に努められたい。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

3.6

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 85 葛西臨海水族園 動物園の各園の目標 「生態」から「食育」までを楽しく学べる水族園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

動物管理業務
・日常飼育、動物病院、動物の移動、動物台帳等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 85 葛西臨海水族園 動物園の各園の目標 「生態」から「食育」までを楽しく学べる水族園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

28 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

30 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

31 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 2

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

32
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

33
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 2

35
飼育技術を活用したさらなる魅力向上
に取り組んでいるか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

44点 得点

S 59点以上

A 55点以上、58点以下

B 39点以上、54点以下

C 38点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

＜評価の内容＞
・アジア象やキリン、チーターやオランウータンなど、生物工学的技術など、高い技術により繁殖を実現した。
・札幌市円山動物園と協定を締結するなど、他園との信頼関係構築を進めている。

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はあ
るか）

適切な実施状況 不適切な実施状況

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

団体の特性が十分
に
発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

51
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【事業効果】
・希少種の保護や増殖において一定の基準を満たす水族園として環境大臣より「希少種保全動植物園等」に認定された。
・新型コロナ感染症拡大防止対策として「事前予約システム」を導入して混雑緩和を図り、来園者が安心して過ごせる環境を提供した。しかし、ベンチ・野外卓の更新について、計画策定の遅れや協議不足
により適切な執行がなされなかった。

要改善事項等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

高い飼育技術を活用した動物園の更なる魅力向上

事業効果

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.5

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者の
反応

＜評価の内容＞

利用者満足度（園内の緑や自然環境）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
希少種の保全について年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

8
アンケートの「職員の接遇」の点数が2.4
以上3.6未満で水準どおり

×2 ○ 4

9 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

15
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
年間事業計画書等に沿って公園の魅
力向上につながる取組を実施し、効果
が発揮されたか。

×2 ○ 2

20
年間事業計画書等に沿って広報・PRの
取組みを実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 2

21
希少野生生物保全について年間事業
計画書等に沿って実施し、効果が発揮
されたか。

×1 ○ 1

22
環境学習や情報提供業務について年
間事業計画書等に沿って実施し、効果
が発揮されたか。

×1 ○ 1

23
年間事業計画書等に沿って都民協働
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

24
年間事業計画書等に沿って自主事業
の取組みを実施し、効果が発揮された
か。

×2 ○ 2

25
目標値に対して90％以上110％未満で
水準どおり

×2 ○ 2

26
各園の特性を生かした業務展開を実施
し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

27
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
20 ホームページ「東京ズーネット」内に新たなコンテンツ「東京ズービー」をオープン、様々な動画を配信して自宅で動物園を疑似体験してもらう取組を実施した。またSNSでの広報にも力を入れ、新たな
PR動画を作成したほか、Twitterでは、開園記念の園長挨拶の動画が38万回、リスの水浴び映像は380万回再生されるなど、魅力の発信に努めた。

事業効果 事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

動物園の魅力向上につながる取組
・イベントの充実、その他魅力向上策の実施等

広報・ＰＲ等の取組み
・ホームページの充実、情報誌への掲載等

自主事業の取組み

有料施設の利用状況
・利用者数目標　４園計700万人

各園の特性を生かした業務展開

希少野生生物保全業務
・研究活動、域外・域内保全活動、普及啓発

環境学習、情報提供業務
・観察を支援する補足情報の内容、提供手段の開発、改善、正確な情
報提供

都民協働の取組み

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

3.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、占用許可手続き、調整、指導等

施設名 86 井の頭自然文化園 動物園の各園の目標
いつでも気軽に楽しめ、充実したふれあい体験を通じ、野生動物を守る
心を育む動物園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

希少種の保全
・生物多様性保全、外来種駆除への取組等

得点

動物管理業務
・日常飼育、動物病院、動物の移動、動物台帳等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

徴収事務委託
・徴収事務の適正な実施
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施設名 86 井の頭自然文化園 動物園の各園の目標
いつでも気軽に楽しめ、充実したふれあい体験を通じ、野生動物を守る
心を育む動物園

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

28 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

29 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

30 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

31 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 4

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

32
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

33
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

34
都からの要請に対して適切に対応した
か

×2 ○ 0

35
飼育技術を活用したさらなる魅力向上
に取り組んでいるか

×1 ○ 1

【一次評価結果】

44点 得点

S 59点以上

A 55点以上、58点以下

B 39点以上、54点以下

C 38点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

＜評価の内容＞
・アジア象やキリン、チーターやオランウータンなど、生物工学的技術など、高い技術により繁殖を実現した。
・札幌市円山動物園と協定を締結するなど、他園との信頼関係構築を進めている。

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はあ
るか）

適切な実施状況 不適切な実施状況

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

団体の特性が十分
に
発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

50
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項
【事業効果】
・彫刻館企画展「筋肉礼賛」では、展覧会作品の一部をYouTubeで紹介するなど、感染症拡大防止のための取組みも行いながら実施した。
・希少種の保護や増殖において一定の基準を満たす水族園として環境大臣より「希少種保全動植物園等」に認定された。

要改善事項等

都の政策と連動した事業の実施
・オリンピック関連イベントの実施等

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

高い飼育技術を活用した動物園の更なる魅力向上

事業効果

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

＜評価の内容＞

行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

利用者の
反応

＜評価の内容＞
34 ベンチ・野外卓の更新について、計画策定の遅れや協議不足により適切な執行がなされなかった。

利用者満足度（園内の緑や自然環境）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.8

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

利用者満足度（安全・安心）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

評価水準 配点 備考 得点
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

7
アンケートの「職員の接遇」の点数が2.4
以上3.6未満で水準どおり

×2 ○ 4

8 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

9 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

10
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

11
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

12
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

13
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

14
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

15
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

16 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18
効果的で効率的な管理運営等を行い、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 2

19
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

21 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

22 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

23 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 4

管理状況

＜評価の内容＞

安全性の
確保

配点 得点

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

評価水準

＜評価の内容＞

＜評価の内容＞

評価水準

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

配点

事業の取組

評価水準

評価水準

3.8

得点

質の高いサービスの提供、効果的・効率的な管理運営

得点

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

4.0

87 青山霊園

備考

＜評価の内容＞

施設の適正な管理
・適切な園内施設管理、利用調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

評価水準

法令等の
遵守

配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

施設名

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

備考

適切な管理
の履行

配点 備考

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

評価水準

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.0

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、承継事務、募集事務等

徴収事務委託
・徴収事務、収納事務の適正な実施

得点

適切な財
務･財産管
理

配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

事業効果

配点 備考

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

利用者満足度（事務手続きの分かりやすさ）
・利用者アンケートに基づく満足度

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

利用者の
反応

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.8
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87 青山霊園施設名

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

24
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施し、効果が
発揮されたか。

×1 ○ 1

25
専門性の高い事務処理を実施し、効果
が発揮されたか。

×1 ○ 1

26
個人情報の徹底した管理を実施し、効
果が発揮されたか。

×1 ○ 1

27
公共性、永続性及び非営利性の確保を
実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

28
霊園一体となった統一的で安定した
サービスを提供し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

29
都からの要請に対して適切に対応し、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 2

【一次評価結果】

36点 得点

S 48点以上

A 45点以上、47点以下

B 32点以上、44点以下

C 31点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

得点

標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

要改善事項等

８霊園一体とした統一的で安定したサービスの提供

特記事項

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

行政目的の
達成

配点 備考

指定管理者の財務状況

一次評価結果 B

事業効果

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

評価基準

評価水準

都の政策と連動した施設管理運営

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

【管理状況】
・外周部のフェンス際の植栽管理を、全長約2.75kmにわたり計画的に実施し、歩行者や自転車などの通行の安全確保と景観の向上を図った。
・南中央入口付近に路上喫煙を防止する対策をしてほしいという利用者の意見を受け、広場やトイレ等へのポスターの掲示のほか、区に要請し区道上に路面シールを貼付、また、喫煙が予想される時間帯の巡
回の強化・声かけなど対策を行い、路上喫煙を減らすことができた。都民の声に応え、園内の美化や安全安心な空間づくりにつなげた。

＜評価の内容＞

不適切な実施状況

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

  団体の特性が十分に
  発揮されている

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特命要件の継続

変更なし 変更あり

埋葬者等の個人情報の徹底した管理

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況

未実施

団体の特性が十分に
発揮されていない

専門性の高い事務処理

43C+1点以上、A-1点以下

＜評価の内容＞
・新型コロナウイルス感染防止の取組を、全園において一体的に行うなど、統一的で安定したサービス提供を行っている。
・研修やチェックシートを使用した効果測定の実施など、個人情報の保護を徹底している。

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施

公共性、永続性、非営利性の確保
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

7
アンケートの「職員の接遇」の点数が2.4
以上3.6未満で水準どおり

×2 ○ 4

8 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

9 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

10
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

11
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

12
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

13
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

14
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

15
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

16 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18
効果的で効率的な管理運営等を行い、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 4

19
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

21 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 1

22 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

23 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 4

施設名 88 谷中霊園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・適切な園内施設管理、利用調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.0

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、承継事務、募集事務等

徴収事務委託
・徴収事務、収納事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

質の高いサービスの提供、効果的・効率的な管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
18　谷中霊園の魅力を発信する試みとして、谷中霊園の風景を描いたオリジナルスタンプ10個と２か国語のスタンプ案内ガイドを作成・設置した。人通りの多い３箇所（さくら通り、管理所、澁澤榮一墓所）
には、子どもでも見ることのできる高さのスタンプ案内板を設置し、谷中霊園の風景に興味を持っていただくとともに園内を散策してもらう仕組みをつくり、利用者の満足度向上に努めた。また、お墓の構造
や名称を説明した案内チラシも２か国語で作成し、利用者にお墓について知ってもらえるよう努めた。

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.5

利用者満足度（事務手続きの分かりやすさ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.9

事業効果
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施設名 88 谷中霊園

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

24
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施し、効果が
発揮されたか。

×1 ○ 1

25
専門性の高い事務処理を実施し、効果
が発揮されたか。

×1 ○ 1

26
個人情報の徹底した管理を実施し、効
果が発揮されたか。

×1 ○ 1

27
公共性、永続性及び非営利性の確保を
実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

28
霊園一体となった統一的で安定した
サービスを提供し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

29
都からの要請に対して適切に対応し、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 2

【一次評価結果】

36点 得点

S 48点以上

A 45点以上、47点以下

B 32点以上、44点以下

C 31点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

＜評価の内容＞

埋葬者等の個人情報の徹底した管理

公共性、永続性、非営利性の確保

８霊園一体とした統一的で安定したサービスの提供

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

特記事項
【管理状況】
・水汲み場が少ないことが課題となっていた乙地区に、墓参者が多く訪れる彼岸期間中、臨時の水汲み場を設置した。職員が工夫した手作りの置き台や案内板を設置することで、周囲の景観にも配慮し、谷中
霊園の寺町情緒をより一層感じられるものにした。利便性を高め、墓参者から感謝の声もあった。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

44
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

事業効果
行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

都の政策と連動した施設管理運営

専門性の高い事務処理

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

＜評価の内容＞
・新型コロナウイルス感染防止の取組を、全園において一体的に行うなど、統一的で安定したサービス提供を行っている。
・研修やチェックシートを使用した効果測定の実施など、個人情報の保護を徹底している。

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 2

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

7
アンケートの「職員の接遇」の点数が2.4
以上3.6未満で水準どおり

×2 ○ 4

8 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

9 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

10
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

11
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る
2点 1点 0点

12
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

13
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

14
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

15
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

16 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18
効果的で効率的な管理運営等を行い、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 2

19
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

21 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

22 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

23 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 4

施設名 89 雑司ケ谷霊園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・適切な園内施設管理、利用調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

3.9

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、承継事務、募集事務等

徴収事務委託
・徴収事務、収納事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞
4　未舗装園路に張り出したケヤキの支障根の処理を5年間で計画的に実施し、最終年度である今年度は80箇所、5年間で計300箇所対応した。安心して通行できる環境を整えた結果、園路に関する苦情がなく
なった。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.8

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

質の高いサービスの提供、効果的・効率的な管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

利用者満足度（事務手続きの分かりやすさ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.9

事業効果
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施設名 89 雑司ケ谷霊園

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

24
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施し、効果が
発揮されたか。

×1 ○ 1

25
専門性の高い事務処理を実施し、効果
が発揮されたか。

×1 ○ 1

26
個人情報の徹底した管理を実施し、効
果が発揮されたか。

×1 ○ 1

27
公共性、永続性及び非営利性の確保を
実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

28
霊園一体となった統一的で安定した
サービスを提供し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

29
都からの要請に対して適切に対応し、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 2

【一次評価結果】

36点 得点

S 48点以上

A 45点以上、47点以下

B 32点以上、44点以下

C 31点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

＜評価の内容＞

埋葬者等の個人情報の徹底した管理

公共性、永続性、非営利性の確保

８霊園一体とした統一的で安定したサービスの提供

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

特記事項

【管理状況】
・崇祖堂短期収蔵施設抽選会について、感染症拡大防止の観点から非公開としたが、公明性を担保するため抽選の様子を録画し、当日中にTwitterで配信した。また、翌日には結果をHPへ掲載し、速やかな発信
に努めた。
・夜間のスケートボードの騒音等について、近隣住民からの苦情を受け、所轄警察と相談の上、注意喚起の対策を行った。

【事業効果】
・公園墓地としての価値を高めるため、著名人が詠った句や作品と、それぞれの季節の花々、植物、紅葉などと関連付け、そのエピソードをTwitterで配信した。大塚楠緒子と夏目漱石のエピソードと菊の花の
投稿は1,971件、窪田空穂の俳句とサザンカの投稿は1,597件のアクセスになるなど、掃苔に興味がある方に限らず、季節の息吹を感じてもらえる発信を広く行った。豊島区の観光拠点として、地元のＰＲにも
貢献した。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

44
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

事業効果
行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

都の政策と連動した施設管理運営

専門性の高い事務処理

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

＜評価の内容＞
・新型コロナウイルス感染防止の取組を、全園において一体的に行うなど、統一的で安定したサービス提供を行っている。
・研修やチェックシートを使用した効果測定の実施など、個人情報の保護を徹底している。

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 4

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

7
アンケートの「職員の接遇」の点数が2.4
以上3.6未満で水準どおり

×2 ○ 4

8 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

9 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

10
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

11
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

12
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

13
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

14
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

15
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

16 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18
効果的で効率的な管理運営等を行い、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 4

19
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 1

21 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

22 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

23 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 4

施設名 90 染井霊園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・適切な園内施設管理、利用調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

3.7

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、承継事務、募集事務等

徴収事務委託
・徴収事務、収納事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞
1　染井霊園は最寄り駅が2つあり、距離もあるため、目的の駅の方向がわかりやすくなるよう、通行量の多い園路に「巣鴨駅」「駒込駅」の路面表示を行った。また、「染井霊園管理所」や令和3年度から新た
に貸付開始予定の「立体埋蔵施設」の方向も表示した。さらに、「南そめいよしの通り」「西そめいよしの通り」に、それぞれ管理所や駅の方向がわかる案内看板も設置するなど、墓所案内をわかりやすく
し、利便性を向上させた。その結果、問合せが約10分の1に減少し、迷わなくなったという声も多くいただいた。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

質の高いサービスの提供、効果的・効率的な管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
18　染井霊園には、アジア系外国人の著名人墓所が複数あることから、観光客だけでなく留学生や在留者が多く訪れ、「中国語でも案内してほしい」旨の要望を受けることがあった。そのため、中国語の案内
マップを作成し、園内掲示及び管理所での配布を実施した。中国語圏の来園者が迷わずに目的の墓所を見つけられるようになっただけでなく、染井霊園の特色や埋蔵されている著名人（高村光太郎や岡倉天心
等）の魅力を発信することができ、窓口に感謝の声を多くいただいた。

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.5

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

利用者満足度（事務手続きの分かりやすさ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.9

事業効果
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施設名 90 染井霊園

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

24
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施し、効果が
発揮されたか。

×1 ○ 1

25
専門性の高い事務処理を実施し、効果
が発揮されたか。

×1 ○ 1

26
個人情報の徹底した管理を実施し、効
果が発揮されたか。

×1 ○ 1

27
公共性、永続性及び非営利性の確保を
実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

28
霊園一体となった統一的で安定した
サービスを提供し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

29
都からの要請に対して適切に対応し、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 2

【一次評価結果】

36点 得点

S 48点以上

A 45点以上、47点以下

B 32点以上、44点以下

C 31点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

＜評価の内容＞

埋葬者等の個人情報の徹底した管理

公共性、永続性、非営利性の確保

８霊園一体とした統一的で安定したサービスの提供

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

特記事項

【管理状況】
・複数年計画で実施していた3箇所の未舗装園路(248.4m）の舗装工事を完了した。危険な状態が解消され、足元に自信のない方や車いすの方などにも快適で安全に墓参できる環境を整えた。
・離れた管理所へ手桶を返却する負担を解消するため、彼岸に巣鴨門近くの水場にも手桶置場を設置し、掲示物等で案内を行うなど、利便性の向上に努めた。

【事業効果】
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策として、東京都公園協会公式YouTubeチャンネルでリアルタイムによる都立霊園抽選会の様子を配信した。感染リスクを抑え、かつ、抽選結果をすばやく公表するこ
とができ、都民サービスの向上につながった。
・園内の植物に関する関心が高まっていることを受け、樹名板を23種71枚作成し、多種多様な植物の情報を発信した。近隣の保育園からも喜びの声があり、学習の場としても利用してもらうことができた。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

46
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

事業効果
行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

都の政策と連動した施設管理運営

専門性の高い事務処理

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

＜評価の内容＞
・新型コロナウイルス感染防止の取組を、全園において一体的に行うなど、統一的で安定したサービス提供を行っている。
・研修やチェックシートを使用した効果測定の実施など、個人情報の保護を徹底している。

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 0

7
アンケートの「職員の接遇」の点数が2.4
以上3.6未満で水準どおり

×2 ○ 4

8 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

9 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

10
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

11
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

12
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

13
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

14
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

15
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

16 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18
効果的で効率的な管理運営等を行い、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 4

19
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

21 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 1

22 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

23 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 4

施設名 91 八柱霊園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・適切な園内施設管理、利用調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

3.8

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、承継事務、募集事務等

徴収事務委託
・徴収事務、収納事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞
6　緊急対応等経費による個人墓所に関係する工事について、都への事前協議を怠った。

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞
12　芝生火災発生防止への取組として、墓参後に線香の火を消してもらえるよう、線香消火用竹筒の設置や使用済み線香入れを水場2箇所に設置したほか、火災発生時に速やかに対応できるよう、新たに40mの
リール式ホースを水場4箇所に設置するなど、安心安全な墓参環境づくりを行った。また、感染症対策として、複数人で手続きに来られた方に対し、事務所外に設置したテントで待機していただくなど、安全に
窓口業務を行うよう努めた。

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

質の高いサービスの提供、効果的・効率的な管理運営

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞
18　令和2年度の献花式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため式典を中止し、管理事務所長による代表献花とした。当日献花に来られた方には挨拶状を配布し、代表献花の様子はYouTubeで配信するな
ど、来園者の心情に寄り添った対応を行った。YouTubeでは正門から施設までの道のりを映して園内散策と墓参の疑似体験ができる内容とし、墓参に来られない方にも霊園の風景を楽しんでいただけるよう努め
た。また、例年行っている近隣小学校の自然観察会について、全4校7回実施し、例年の3倍となる887人を受け入れた。コロナ禍においても安心して楽しく学べるよう小学校と協議し、対策を行った上で霊園内
の自然環境の魅力を伝えるとともに、職員が各学年に合わせた資料を作成・配布するなど地域の校外学習に貢献した。

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.5

利用者満足度（事務手続きの分かりやすさ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.8

事業効果



所管局による一次評価シート

○ 2

施設名 91 八柱霊園

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

24
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施し、効果が
発揮されたか。

×1 ○ 1

25
専門性の高い事務処理を実施し、効果
が発揮されたか。

×1 ○ 1

26
個人情報の徹底した管理を実施し、効
果が発揮されたか。

×1 ○ 1

27
公共性、永続性及び非営利性の確保を
実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

28
霊園一体となった統一的で安定した
サービスを提供し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

29
都からの要請に対して適切に対応し、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 2

【一次評価結果】

36点 得点

S 48点以上

A 45点以上、47点以下

B 32点以上、44点以下

C 31点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

＜評価の内容＞

埋葬者等の個人情報の徹底した管理

公共性、永続性、非営利性の確保

８霊園一体とした統一的で安定したサービスの提供

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

特記事項

【管理状況】
・これまで園外で焼却処分していた塔婆を資源として再利用し、雑草防止、土壌改良、景観保護を目的として被覆する取組を新たに始めた。職員の計画的な作業により、廃棄された1万本の塔婆をチップ化し、
樹林地や花壇等に被覆するなど、ごみ減量に向けて取り組んだ。

【事業効果】
・新型コロナウイルス感染症の影響で中止となった松戸市総合防災訓練や霊園祭りに代えて、「みんなで取り組む環境美化と防災対応」をテーマとした霊園キャンペーンを実施し、普及啓発を行った。

要改善事項等

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

44
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

事業効果
行政目的の
達成

評価水準 配点 備考 得点

都の政策と連動した施設管理運営

専門性の高い事務処理

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

＜評価の内容＞
・新型コロナウイルス感染防止の取組を、全園において一体的に行うなど、統一的で安定したサービス提供を行っている。
・研修やチェックシートを使用した効果測定の実施など、個人情報の保護を徹底している。

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 2

6
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

7
アンケートの「職員の接遇」の点数が2.4
以上3.6未満で水準どおり

×2 ○ 4

8 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

9 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

10
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

11
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

12
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

13
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

14
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

。
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

15
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

16 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18
効果的で効率的な管理運営等を行い、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 2

19
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

21 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

22 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

23 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 4

＜評価の内容＞

事業効果

事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

質の高いサービスの提供、効果的・効率的な管理運営

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.0

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

4.0

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.0

利用者満足度（事務手続きの分かりやすさ）
・利用者アンケートに基づく満足度

4.0

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞
12　乾燥した芝生への火種の落下は、火の粉が風で飛ぶなど延焼の危険があることから、各墓域の全100か所の点火台に線香の持ち運び用トレーを200基設置するなど、火災を未然に防ぐ工夫を行った。また、
従来から実施している園内放送や横断幕に加え、園内全100箇所の点火台に注意喚起の掲示を行ったほか、窓口での手続きの際や石材店にチラシを配布するなど、来園者の意識向上を図るための取組を実施し
た。その結果、令和２年度は芝生火災の発生は0件となった。加えて、園内トイレ入口、凍結スリップ危険個所への防滑舗装、点字ブロックの敷設など、危険防止のための対応を行った。

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

4.0

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、承継事務、募集事務等

徴収事務委託
・徴収事務、収納事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞
5　墓域は全域芝生であり、谷戸地形によって日当たりの悪い箇所の芝生の劣化が著しいため、劣化した芝生を耐陰性の芝生に張り替える工事を行い、墓域景観の保全及び公平な墓参環境の提供に努めた。ま
た、霊園の立地条件からイノシシによる芝の堀上げ等の被害が著しいため、従来の対策に加え、新たに超音波式害獣忌避装置を導入した結果、被害を軽減させることに成功した。通常の芝生の維持管理を超え
た工夫を行い、成果を上げている。

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

施設名 92 八王子霊園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・適切な園内施設管理、利用調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等
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施設名 92 八王子霊園

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

24
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施し、効果が
発揮されたか。

×1 ○ 1

25
専門性の高い事務処理を実施し、効果
が発揮されたか。

×1 ○ 1

26
個人情報の徹底した管理を実施し、効
果が発揮されたか。

×1 ○ 1

27
公共性、永続性及び非営利性の確保を
実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

28
霊園一体となった統一的で安定した
サービスを提供し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

29
都からの要請に対して適切に対応し、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 2

【一次評価結果】

36点 得点

S 48点以上

A 45点以上、47点以下

B 32点以上、44点以下

C 31点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

＜評価の内容＞
・新型コロナウイルス感染防止の取組を、全園において一体的に行うなど、統一的で安定したサービス提供を行っている。
・研修やチェックシートを使用した効果測定の実施など、個人情報の保護を徹底している。

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

得点

専門性の高い事務処理

埋葬者等の個人情報の徹底した管理

評価水準 配点 備考

公共性、永続性、非営利性の確保

８霊園一体とした統一的で安定したサービスの提供

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 A評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

45
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・平成26年度から計画的に進めてきた、園内全52箇所のダストボックスを下げ花置場に更新する工事を完了した。また、ごみの持ち帰りや不法投棄の禁止について、園内放送や横断幕の設置に加え、各下げ花
置場にステッカーを張り、利用者への啓発を実施した。その結果、ごみの排出量は対平成28年比で30％減となり、ごみの減量に成果を上げた。

【事業効果】
・令和3年度に開園50周年を迎えることから、歴史を振り返るパネル展示や四季の園内マップの作成など、自然豊かな八王子霊園の魅力を伝えるための取組や墓参以外の楽しみ方を提供する取組を行っている。
・熱中症対策として、ミストシャワーやよしずの設置など、利用者により快適に過ごしてもらうための配慮を行った。

要改善事項等

事業効果
行政目的の
達成

都の政策と連動した施設管理運営
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

7
アンケートの「職員の接遇」の点数が2.4
以上3.6未満で水準どおり

×2 ○ 4

8 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

9 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

10
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

11
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

12
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

13
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

14
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

15
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

16 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18
効果的で効率的な管理運営等を行い、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 2

19
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

21 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

22 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

23 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 4

＜評価の内容＞

事業効果

事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

質の高いサービスの提供、効果的・効率的な管理運営

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.8

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

3.7

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

利用者満足度（事務手続きの分かりやすさ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.8

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞
12　火災対策について、石材店組合等と協働し、役割分担により線香点火コーナーの増設や線香を運ぶトレーの設置を行い、墓参者からも好評を得た。消防団とも火災防止の取組について相談を行い、春彼岸
では試行として園内巡回を実施した。また、他霊園で発生したグレーチング落下を受け、園内の破損桝蓋の早期補修を実施した。

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

3.8

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、承継事務、募集事務等

徴収事務委託
・徴収事務、収納事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

施設名 93 多磨霊園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・適切な園内施設管理、利用調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等
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施設名 93 多磨霊園

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

24
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施し、効果が
発揮されたか。

×1 ○ 1

25
専門性の高い事務処理を実施し、効果
が発揮されたか。

×1 ○ 1

26
個人情報の徹底した管理を実施し、効
果が発揮されたか。

×1 ○ 1

27
公共性、永続性及び非営利性の確保を
実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

28
霊園一体となった統一的で安定した
サービスを提供し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

29
都からの要請に対して適切に対応し、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 2

【一次評価結果】

36点 得点

S 48点以上

A 45点以上、47点以下

B 32点以上、44点以下

C 31点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

＜評価の内容＞
・新型コロナウイルス感染防止の取組を、全園において一体的に行うなど、統一的で安定したサービス提供を行っている。
・研修やチェックシートを使用した効果測定の実施など、個人情報の保護を徹底している。

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

得点

専門性の高い事務処理

埋葬者等の個人情報の徹底した管理

評価水準 配点 備考

公共性、永続性、非営利性の確保

８霊園一体とした統一的で安定したサービスの提供

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

44
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・みたま堂地下ピットについて、大雨後の点検方法の改善を行った。また、大雨に備え、排水施設の重点清掃、仕切弁や止水弁の点検清掃及び補修を実施した。

【事業取組】
・令和元年度に作成した「著名人お墓めぐりMAP～画家編～」に続き、第二弾として「著名人お墓めぐりMAP～作家編～」を作成し、令和5年度に迎える開園100周年に向けて機運醸成を図った。
・夏場の熱中症対策として、みたま堂の参拝所前にミストシャワーを設置し、利用者により快適に過ごしてもらうための配慮を行った。

要改善事項等

事業効果
行政目的の
達成

都の政策と連動した施設管理運営
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
施設の適正な管理について年間事業
計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

2
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×2 ○ 2

3
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

4
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

5
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

7
アンケートの「職員の接遇」の点数が2.4
以上3.6未満で水準どおり

×2 ○ 4

8 各種申請手続きを適切に実施したか ×1 ○ 1

9 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

10
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

11
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

12
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

13
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

14
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

15
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

16 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

17 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18
効果的で効率的な管理運営等を行い、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 2

19
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

20 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

21 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 1

22 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

23 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 4

＜評価の内容＞

事業効果

事業の取組

評価水準 配点 備考 得点

質の高いサービスの提供、効果的・効率的な管理運営

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

利用者の
反応

評価水準 配点 備考 得点

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.7

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

＜評価の内容＞

3.6

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.5

利用者満足度（事務手続きの分かりやすさ）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.9

適切な財
務･財産管
理

評価水準 配点 備考 得点

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

安全性の
確保

評価水準 配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

＜評価の内容＞

法令等の
遵守

評価水準 配点 備考 得点

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

3.8

各種申請手続きの適切な処理
・使用承認、承継事務、募集事務等

徴収事務委託
・徴収事務、収納事務の適正な実施

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

＜評価の内容＞

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

施設名 94 小平霊園

管理状況

適切な管理
の履行

評価水準 配点 備考 得点

施設の適正な管理
・適切な園内施設管理、利用調整等

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備、運動施設等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等
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施設名 94 小平霊園

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

24
都の政策と連動した事業について年間
事業計画書等に沿って実施し、効果が
発揮されたか。

×1 ○ 1

25
専門性の高い事務処理を実施し、効果
が発揮されたか。

×1 ○ 1

26
個人情報の徹底した管理を実施し、効
果が発揮されたか。

×1 ○ 1

27
公共性、永続性及び非営利性の確保を
実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

28
霊園一体となった統一的で安定した
サービスを提供し、効果が発揮された
か。

×1 ○ 1

29
都からの要請に対して適切に対応し、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 2

【一次評価結果】

36点 得点

S 48点以上

A 45点以上、47点以下

B 32点以上、44点以下

C 31点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

指定管理者の財務状況

特命要件の継続

特命要件が継続しているか

特命の前提となった施設の位置づけ
（特命の前提となった施設の位置づけに変更がないか）

変更なし 変更あり

東京都監理団体の特性と果たした役割
（施策推進の重要な担い手となる団体の特性に変更がないか）

  団体の特性が十分に
  発揮されている

団体の特性が十分に
発揮されていない

＜評価の内容＞
・新型コロナウイルス感染防止の取組を、全園において一体的に行うなど、統一的で安定したサービス提供を行っている。
・研修やチェックシートを使用した効果測定の実施など、個人情報の保護を徹底している。

都との連携体制
（都と適切な連携のもとに効率的に事業を実施したか）

実施 未実施

事業の取組状況・進捗度
（特命に係る事業計画等に示された取組等は適切に進められているか。また、施設運営の改善など次年度以降の取組等に反映された特筆すべき事例はある
か）

適切な実施状況 不適切な実施状況

得点

専門性の高い事務処理

埋葬者等の個人情報の徹底した管理

評価水準 配点 備考

公共性、永続性、非営利性の確保

８霊園一体とした統一的で安定したサービスの提供

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

＜評価の内容＞

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

一次評価結果 B評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

42
標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

C+1点以上、A-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

特記事項

【管理状況】
・水汲み場の高圧洗浄、詰まりやすい排水桝の補修を実施した。
・密林状態となっていた樹林帯内部について、武蔵野の雑木林を意識した樹林地管理を進め、景観の向上や利用者の安全確保に努めた。また、外来種のトウネズミモチについて調査を行い、選択的除去を実施
した。
・芝生火災の予防策として、管理所内で芝生火災の映像を使用し、利用者の視覚に訴えるなど工夫が見られた。火種が落下しないような措置も併せて行われることを期待する。

【事業の取組】
・夏季に墓参した際に利用者が休憩できるよう、ベンチ等の位置を記載した緑陰マップを作成した。また、ミストシャワーの設置、ヘチマのグリーンカーテン、よしずの設置により、熱中症対策に加え、利用
者への癒しの空間を提供した。

要改善事項等

事業効果
行政目的の
達成

都の政策と連動した施設管理運営
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【管理状況に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

1
火葬業務について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×2 ○ 4

2
施設の安定的な管理等について年間
事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

3
適正な保守点検・維持補修について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

4
施設の清掃について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×2 ○ 2

5
樹木点検について年間事業計画書等
に沿って実施したか

×1 ○ 1

6
植物の管理について年間事業計画書
等に沿って実施したか

×1 ○ 1

7
こども広場の管理運営を年間事業計画
書等に沿って実施したか

×1 ○ 1

8
維持管理の記録・報告について適切に
実施したか

×1 ○ 1

9
アンケートの「職員の接遇」の点数が2.4
以上3.6未満で水準どおり

×2 ○ 4

10 徴収事務を適切に実施したか ×1 ○ 1

11
年間事業計画書等に沿った管理運営
体制を実施したか

×1 ○ 1

12
その他年間事業計画書等に記載した管
理運営業務を適切に実施したか

×1 ○ 1

施設の安全性は確保されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

13
安全性を考慮した施設管理について年
間事業計画書等に沿って実施したか

×1 ○ 2

14
緊急時対策・対応について適切に実施
したか

×1 ○ 1

15
維持管理作業について安全性を確保し
て適切に実施したか

×1 ○ 1

法令等の遵守、情報管理は適切におこなわれているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

16
個人情報等について適切に情報管理を
実施したか

×1 ○ 1

17 各種法令等を遵守したか ×1 ○ 1

適切な財務運営・財産管理が行われているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

18 適切な財務運営・財産管理を行ったか ×1 ○ 1

【事業効果に関する評価】
大項目 中項目 確認項目

仕様書、事業計画等どおりのサービスが提供されているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

19
効果的で効率的な管理運営等を実施
し、効果が発揮されたか。

×2 ○ 2

20
選定時の事業計画書に沿って計画的に
事業を実施し、効果が発揮されたか。

×1 ○ 1

利用者の満足度を得られているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

21 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 2

22 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 1

23 2.4以上3.6未満で水準どおり ×1 ○ 1

24 2.4以上3.6未満で水準どおり ×2 ○ 4

選定時の事業計画書に基づく計画的な事業の遂行

評価水準

評価水準

評価水準

評価水準

評価水準

評価水準

＜評価の内容＞

利用者満足度（樹木や刈込みの管理等）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

利用者満足度（施設の清潔さ）
・利用者アンケートに基づく満足度

利用者満足度（個人情報の信頼）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.5

3.4

利用者の
反応

配点 備考 得点

＜評価の内容＞

適切な財
務･財産管
理

配点 備考 得点

事業の取組

配点 備考

＜評価の内容＞

利用者満足度（総合満足度）
・利用者アンケートに基づく満足度

3.6

適切な財務運営・財産管理
・経理の明確化、物品整理簿や現金出納簿等の整理、亡失品報告、現金管理等

＜評価の内容＞

得点

質の高いサービスの提供、効果的・効率的な管理運営

法令等の
遵守

配点 備考 得点

適正な情報管理
・個人情報保護、情報公開等に関する規定策定、研修等

各種法令等の遵守
・各種法令、環境配慮、安全衛生管理など

＜評価の内容＞

施設・設備の保守点検・維持補修
・建物、遊具、電気設備、給排水設備等

施設の清掃
・管理所、園内、トイレ、休憩所等

緊急時対策・対応
・連絡体制確保、被害調査、応急措置等安全性の

確保

配点 備考 得点

安心・安全への配慮
・防犯、事故防止、救急等、安全性を考慮した施設管理等

維持管理作業の安全性の確保
・作業体制確保、仮設等安全対策、監督等

13　靴底用消毒マット、スタンド式検温器、スマホ画面消毒用シート、トイレ便座除菌クリーナー等の設置に加え、ロビーや控室、トイレ等の抗菌コート処理を行うとともに、衛生資材の確保や火葬業務マ
ニュアル（新型コロナウィルス対応版）の改訂など、様々な取組により感染防止対策を強化・徹底した。随行される利用者の方への配慮も十分に行うことで、安心して利用できる環境を提供し、管理者、利
用者ともに感染者を出さずに運営を続けた。

＜評価の内容＞
1　都内唯一の都営火葬場として、新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方（年間計425体）を積極的に受け入れた。東京都と協議の上、新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方の火葬優先枠を設け
つつ、状況に応じて一般の火葬も行うなど柔軟に対応し、利用者のニーズに的確に応えた。

窓口業務の適切な処理
・案内・受付の適切な処理、苦情・要望件数の把握、適切な処理等

3.6

正確な維持管理の記録・報告
・管理施設規模、維持管理実績報告等

徴収事務委託
・徴収事務、収納事務の適正な実施

事業効果

95 瑞江葬儀所

こども広場（児童公園）の管理運営
・児童公園の環境の維持向上

樹木・その他植物の管理
・樹木剪定、生垣手入れ、芝生地管理等

その他の管理運営業務
・その他管理、都への適切な報告など

管理運営体制
・人員配置、連絡体制、専門性等

施設名

管理状況

適切な管理
の履行

配点 備考 得点

火葬業務の適正な実施
・接遇業務、炉前業務、火葬業務、収骨業務、残骨灰処理業務等

樹木の点検
・日常樹木点検、樹木診断等

施設の安定的な管理と公共性の確保



所管局による一次評価シート

○ 2

95 瑞江葬儀所施設名

行政と連携を図り施設の目的を達成しているか
水準を上回る 水準どおり 水準を下回る

2点 1点 0点

25
関係機関との連携強化について、年間
事業計画書等に沿って実施し、効果が
発揮されたか。

×1 ○ 2

26
都からの要請に対して適切に対応し、
効果が発揮されたか。

×2 ○ 4

【一次評価結果】

32点 得点

S 43点以上

A 40点以上、42点以下

B 29点以上、39点以下

C 28点以下

【確認事項】

１．財務状況

２．特命要件の継続

特命要件の継続
＜評価の内容＞
・火葬炉設備の職員による日々の点検や、業者による定期点検を実施するなど、施設の継続性、安全性を確保する取組を行っている。

指定管理者の財務状況

特記事項

＜評価の内容＞
25　平成21年12月に認定を受けた「優良防火対象物」を、通算11年にわたり防火対策を維持継続してきた功績が江戸川消防署より認められ、「令和２年秋の火災予防運動」において最高の栄誉となる東京消
防庁消防総監表彰を受けた。
26　東京都からの新型コロナウイルス感染者の受入人数増加に係る要請に対して、これまでの適切な運営に支障をきたすことなく、適切に実施した。また、東京都が毎年実施する火葬炉改修工事では、今年
度は9～12号炉が対象であることから、使用可能な炉は残りの1～8炉のみに限られ、通常1時間5体の火葬が4体での対応となった。火葬炉前に仮囲いができたことで会葬者にも影響が生じたが、事前に葬儀会
社への情報共有を徹底するとともに、予約時と火葬当日にも説明を十分に行ったことから苦情はなかった。

43

要改善事項等

行政目的の
達成

都からの要請への協力
・調査、作業指示、事業への参加・支援・協力・実施

評価水準 得点配点 備考

関係機関等との連携
・地元区市、地元町内会、警察・消防との連携等

事業効果

標準点 評価項目が全て中位の評価を受けた場合の得点

評価基準

標準点の1.33倍(小数点以下切上)以上

標準点の1.25倍(小数点以下切上)以上、S-1点以下

B+1点以上、A+-1点以下

標準点の0.88倍(小数点以下切捨)以下

一次評価結果 S


