モニタリングシート

東由木地区公園

施設名

６月
評価項目

視点

所管課

評価

所管課
コメント

９月
指定管理者
自己評価（コメント）

定
維持管理が適切に行われているか （維持管理事業 実績／計画）
量 【事業報告書】 ※９・１２月のみ
的

管理業務実施に係る固有の銀行口座を開設しているか
【銀行口座】※6月のみ
団体の経営方針が 資金の適正管理と経理内容の明確化が図られているか
明確であり、適正 【独立した会計帳簿】
な経理がされてい
ること
利用料金、使用料の徴収は適正に行われているか
【独立した会計帳簿・
使用料等収納（徴収）事務委託契約書・銀行口座】

所管課

評価

A

B

B

B

B

B

B

B

A

業務の実施に必要な人
材育成を行うため、数多く
の各種研修に参加し、さ
らに新しい分野の研修に
も積極的に参加した。

B

B

B

B

B

B

C

東側入口付近の歩道に
・指摘箇所について以下
掛る障害枝、枯枝があ
のように対処。
り、園路や動線の安全が
①障害枝・枯枝について
確保されていなかった。
は指摘後に除去完了済。
②指摘箇所について点検
時の留意事項として職員
に周知した。

B

B

B

開園日数、開園時間は守られていたか
【事業報告書】※9・12月のみ

B

B

B

減免申請された場合、適正に処理されているか
【減免申請書】

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

A

広報活動を行い効 ホームページや広報紙等を通じて、利用情報や注意等を
果的に情報を発信 発信し、利用者増加やマナー向上が図られているか
していること
【事業計画書・事業報告書】※9・12月のみ

A

B

指定管理者が加入しなければならない保険に加入してい
定
性 緊急（防火・防犯 るか
【保険証券】※6月のみ
的 等）対応等危機管

A

計画以上の維持管理とし
て以下の公園緑地にて、
樹林地の整備（下草刈
り、竹・樹木間伐）を行
年度を通して計画以上の
い、周辺住民から公園が
維持管理が行われ、市民
きれいになったと好評を
サービス向上に努めた。
いただいた。番場公園、
九兵衛坂公園、傘平緑
地、大塚東公園、向山緑
地。

各種団体等と協働及び支
援をおこなっているが、特
に地元と積極的に関わ
り、苦情対応だけでなく公
園の質を高める様々な取
組や支援を行った。

市報やＨＰだけでなく、独
自の東由木地区公園広
報誌の作成や地域の各
種情報雑誌等へ広くＰＲ
し会議室の利用も増加し
た。

東中野自治会との協働で
緑地管理を実施するため
の打ち合わせを実施。ま
た、公園アドプト団体のイ
ベントのため、チラシ作成
等の広報支援と緑地管
理支援を行った。第一四
半期は、1,337名との協
働・支援を実施した。

各種情報誌等への広報
活動を積極的に行い、長
池公園自然館の会議室
利用率が、前年度比10％
増となった。

A

A

業務上必要な安全衛生
教育や情報セキュリティ
業務の実施に必要な人 講習、防災訓練などを積
材育成を行うため、多くの 極的に行った。また、バリ
研修に参加した。新しい アフリー情報発信や森づ
分野の研修にも積極的に くりを行う企業への視察
参加するなど、技術、知 やＳＤＧｓに関する講演会
識への向上心が見られ に参加し情報収集するな
た。
ど幅広い分野の研修を計
画に加え実施し、人材育
成に努めた。

B

A

ご意見のあった項目に対
し、地元自治会や教育機
関、スポーツチーム等の
ご協力をいただき、池の
清掃(2公園)や樹名板(3
公園24枚)の増設を行っ
満足度調査で得られた要
た。また、ご意見の多い
望や改善点が維持管理
親子向けイベントについ
に活かされており、次年
て、来年度10件のイベン
度の計画にも反映されて
トを計画している。その
いる。
他、トイレ案内表示増設、
ペットマナー啓発サイン
設置、ベンチ設置といっ
た対応を行い、満足度の
さらなる改善に取り組ん
だ。

地元町会との協働で、か
つての里山風景と現在の
風景を対比し展示するな
どの取り組みや中学・大
学等教育機関等との
様々な環境プログラムを
行った。

市報やＨＰだけでなく、立
川駅南口の電光掲示板
や相模原の情報誌等市
外にも広くＰＲを行ってお
り、市外からの来園者の
増加に努めた。

別所町会との協働で、地
域の今昔写真展を開催。
町会関係者との打ち合わ
せや写真等の提供を頂
き、写真展には多くの来
場者があり、地域との連
携を深めた。また、18校
に及ぶ教育機関との協
働・支援を行い、第二四
半期の各種団体との協
働・支援人数は、合計
3,500名に上った。

多摩地域の情報サイト
「イマタマ」や相模原市の
情報誌「ぷらりと」の活用
等、広域での広報活動を
積極的に行い、市外から
の来園者も増加した。

A

市内13小中学校の職場
体験・課外授業の受け入
れ支援、4大学のインター
ンシップの受け入れを実
町会、学校と様々な事業 施。また、東中野自治会
を実施し、公園を中心とし と協働による散策路の開
た多様なコミュニティづく 通、別所町会と共催の展
りが行われている。
示会などにより、地域と
の連携を深めた。各団体
との協働・支援数は160
件、人数は合計21,137名
に上った。

A

・市報や地域情報誌、メ
ディアを活用し施設の最
新情報やイベント案内な
ど年間241件の情報発信
を行い利用者の増加に
努めた。
・自然館にて英語・韓国
語の他新たに中国語版
パンフレットを配布、HPで
ダウンロード可能にし利
用促進を図った。
・HPでは各公園の緑地管
理計画と報告を随時更新
を行った。

様々なメディアを使った情
報発信が行われ、外国人
向け資料の作成も行うな
ど、グローバル化への対
応が見られる。

事業計画の自主事業を
近隣住民だけでなく市外
実施し、追加で「50台の
からも人が足を運ぶよう
デジカメによる100枚！の
に自主事業の開催を多
昆虫写真展」を実施し
数行った。
た。

A

八王子市子ども家庭部と
の協働で「秋だ！長池
だ！親子であそぼう！」
親子フェスや企業の環境
親子イベントを実施し、
コンテスト入賞作品の展
700名を超える親子が参
示等幅広い年代が足を
加。また、「花王国際こど
運ぶような自主事業の開
も環境コンテスト」の展示
催を多数行った。
会や里山の竹で笛づくり
等、多様なイベントを開
催した。

A

新規事業の開催・既存事
業の計画を上回る実施
件数を実現した。
主催事業は計画14件に
対し27件実施（同一企画
様々な年代、地域の方が 展2件含む）、共催事業は
参加できるイベントの実 計画12件に対し15件実
施を目指し、年度を通し 施した。支援事業は計画
て計画以上の自主事業 28件に対し32件実施し
が実施された。
た。
「みどりのあそび市」や
「ながいけアートまつり」
等大規模な催事が継続し
た為、参加者数は前年度
比377％となった。

B

A

B

B

独自のチェックシートを作
延巡回公園数は、計画の
成し、巡回を細かく行って
1,703回を上回る、1,837
おり、ＩＣＴを活用した情報
回を実施した。
収集も活用していた。

A

B

B

巡回時に長池自然館内
のサーバーに保存した写
真画像を現地でスタッフ
がＩＣＴを利用して確認で
き、異変がより確認しや
すい体制となっていた。

延巡回公園数は、計画の
1,711回を上回る、1,941
回を実施した。また、ＩＣＴ
を活用した巡回を実施
し、異常の早期発見に繋
げた。

A

B

B

理体制が取られて 事故や災害発生時の緊急時の対応が適正に行われたか。
いること
また、適正に行えるよう体制が整っているか。
【マニュアル・事業計画書・事業報告書】
※9・12月のみ

所管課コメント

指定管理者
自己評価（コメント）

B

「八王子市役所エコアクションプラン」及び「八王子市
役所環境マネジメントシステム」に基づく、環境に配慮
した管理・運営が行われているか
【ヒアリング等・事業報告書】

個人情報の取り扱 個人情報の適切な管理のため必要な措置が講じられてい
いが適切であるこ るか
と
【実地調査】

所管課
コメント

B

定
自主事業実施率 （実績／計画）
量 【事業報告書】 ※９・１２月のみ
的

期末総合評価

統一項目（緑の管理・施
設の管理・公園の印象の
3項目）の評価は、いずれ
も「大いに満足」と「満足」
を合わせ、97%以上の評
価となった。
満足度調査の結果、高い 調査結果をうけ,コメント
満足度を獲得した。
の多かった長池公園トイ
レ案内について、案内サ
インを7か所に設置した。
同じく樹名板についても、
長池公園やせせらぎ緑
道で増設、更新を行って
いる。

（実績／計画）

定
巡回の実施率 （実績／計画）
量 【事業報告書】 ※９・１２月のみ
的
個人情報保
護管理及び
危機管理が
図られてい
るか

樹林地の手入れに加え
施設の管理が適切に行
て、植栽地の高木剪定、
われており、堀之内番場
ベンチ、園路補修を実施
公園及び大塚日影公園と
し、快適に利用できるよう
もに全項目Ａだった。
改善を実施。

A

定
性
的

資源の有効活用な
ど環境に配慮した
管理運営がされて
いること

A

B

各種団体等と協働 町会・自治会、アドプト登録団体、教育機関等と連携し
及び支援をしてい た事業を行い、支援しているか
ること
【事業計画書・事業報告書】※9・12月のみ

定
性
的

A

計画していた研修の実施
人材育成を行うため、数 に加えて、ツリークライミ
多くの各種研修に参加
ング講習や里山保全安
し、さらに新しいワーク
全技能講習に参加。資源
ショップに展開するため 有効活用のためのワーク
の情報収集を積極的に ショップ開催に向け森づく
行った。
りを行う団体へ視察研修
を行った。

B

利用者からの苦情
利用者等からの相談及び苦情に適切に対応しているか
処理の体制がとれ
【実地調査・事業報告書】※9・12月のみ
ていること

事業の達成
目標が明確
で、具体的
な事業計画
に基づいて
行われてい
るか

計画した研修に加え、多
摩産材ワークショップ研
修、チャレンジ防災視察
研修等に参加した。

利用者満足度調査における統一項目（3項目)の評価（各0～3の評価点）が水準
を満たしているか項目ごとの平均評価を合算し、0以上3以下まではC、3を超え
て7未満はB、7以上はA
【満足度調査報告書】 ※実施後のみ

施設の効率
的な管理・運 定
公共料金の縮減
営、経費節
量 【事業報告書】
減が図られ 的
ているか

A

B

平性について継続 修繕等、施設保全が適切に行われているか
性が保たれている 【実地調査・事業報告書】※9・12月のみ
こと
備品の管理が適切に行われているか
【備品台帳・実地調査】

施設のサー
ビス向上、利
用者の増加
等が図られ
ているか

評価

B

定
文書の管理・保存が適切に行われているか
性
【ファイル基準表等・実地調査】
的 施設の公共性、公

定
量
的

樹林地の見通しを良くして
ほしいとの要望が多くあり、
番場公園の樹林地のササ
計画になかった樹林地内 刈（6000㎡）、竹間伐（150
の笹刈や竹の伐採等を 本）実施した。
周辺住民からも、公園がき
実施した。
れいになって好評をいただ
いている。

所管課

B

定
開園率 （実績／計画）
量 【事業報告書】 ※９・１２月のみ
的

施設の運営
に公共性、
公平性、公
正性が図ら
れているか

A

指定管理者
自己評価（コメント）

B

管理運営が適正に 業務の実施に適切な人員配置や育成がなされているか
できる職員体制や 【実地調査】※9・12月のみ
研修体制がとれて
いること

利用者が公平に施
設を利用できるよ
う、配慮されてい
ること

評価

所管課
コメント

B

的

施設の管理が適切
各施設の管理は適切に行われているか
に行われているこ
【実地調査・事業報告書】
と

通常の清掃に加えて、せ
計画になかった水路の藻
せらぎ緑道の水路の特
を除去したり汚泥につい
別清掃として、落葉や
ても清掃として行ってい
藻、汚泥の除去（5回）を
た。
実施した。

所管課

B

施設の管
理・運営を安
定
定して行うこ
とができるか 性

施設の管理運営を
業務の一括委託が行われていないか
安定して行う能力
【第三者委託協議承諾書・実地調査・会計帳簿】
があること

指定管理者
自己評価（コメント）

B

収支計画が適正で 収支計画が適正に執行されているか
あること
【事業計画書・事業報告書】※9・12月のみ

給与の支出が適切に行われているか
【給与規程・賃金台帳】

所管課
コメント

１２月

B

B

B

B

延巡回公園数は、計画の
6772回/年を上回る、
7249回/年を実施した。
ＩＣＴによる独自の維持管
また、ICTを活用した巡回
理システムを使用し、情
を継続し、台風接近や大
報共有の効率化や安全
雨時等の前後、年末年始
管理が行われている。
に全公園緑地の特別巡
回を行い、事故防止、早
期発見に努めた。

