都立公園等の指定管理者の管理運営状況に対する評価（平成20年度実施分）
○ 防災公園グループ （指定管理者：財団法人東京都公園協会
施設名

所在地

グループ全般

総合
評価

指定期間：平成18年4月～平成23年3月）
評価内容

樹木・遊具の点検、夏季夜間の花火や騒音に迅速に対応する夜間巡回警備な
ど、安全・安心な公園づくりや、複数の近隣公園グループの共同作業とし
て、集中的なせん定作業を実施するなど、快適な公園づくりに取り組んでい
る。
また、海の森資源化センターへの持込みにより、せん定枝の全量リサイクル
を行っており、環境に配慮した取組を積極的に実施している。
公園利用者に防災公園を意識づける（リーフレット作成）など、防災公園と
しての具体的な取組は評価できる。
防災訓練についても、防災公園グループだけでなく他の指定管理者の管理す
る都立公園とも連携して情報ネットワーク訓練を実施するなど積極的な取組
が行われている。引き続き、防災訓練の実施内容について、過去の震災時の
状況からも学びレベルアップするよう、期待する。

江東区木場四・
五丁目・平野四
1 木場公園
丁目・三好四丁
目・東陽六丁目

【管理状況】
・犬の放し飼いに対するマナーアップの呼びかけや、集中的なせん定作業の
実施など、快適な公園づくりに取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管
理を行った。
【事業効果】
・平成20年度東京都・中央区・江東区合同総合防災訓練とあわせて、都や
優良 地元ボランティアと連携して通信訓練、ＡＥＤ講習会、かまどベンチ実演
を実施し、防災体制の強化に積極的に取り組んだことは高く評価できる。
・ＱＲコードを活用した防災機能の紹介により、利用者が防災に関する情報
を得る方法の多様化を推進した。
・花壇管理や「どんぐりふれあいまつり」等で、ボランティアとの連携等創
意工夫を発揮し、公園の魅力向上、にぎわいの創出に高い効果をあげると
ともに、利用者満足度もほぼ全般的に向上しており、評価できる。

杉並区大宮一・
二丁目、成田東
一・二丁目、成
和田堀公
2
田西一丁目、堀
園
ノ内一・二丁
目、松ノ木一丁
目

【管理状況】
・集中的なせん定作業の実施など、快適な公園づくりに取り組んだほか、事
業計画に沿った良好な管理を行った。
良好 【事業効果】
・防災拠点としての役割、防災機能の紹介などをわかりやすく記載したリー
フレットを作成し、利用者が防災に関する情報を得る方法の多様化を推進し
た。

板橋区桜川一丁
目、小茂根五丁
城北中央
3
目、練馬区氷川
公園
台一丁目、羽沢
三丁目

【管理状況】
・樹木医による高度な樹木診断に基づく早期の対応などの安全・安心な公園
づくりや、犬の放し飼いに対するマナーアップの呼びかけなどの快適な公園
づくりに取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
良好
【事業効果】
・防災拠点としての役割、防災機能の紹介などをわかりやすく記載したリー
フレットを作成し、利用者が防災に関する情報を得る方法の多様化を推進し
た。

練馬区光が丘
二・四丁目、旭
光が丘公
4
町二丁目、板橋
園
区赤塚新町三丁
目

【管理状況】
・平成21年３月にフリーマーケット関係資料の不適切な取扱事例があった
が、同年５月に現場が必要とする必要最小限の資料送付の徹底等再発防止策
を取りまとめ、改善している。
・樹木医による高度な樹木診断に基づく早期の対応など、安全・安心な公園
づくりに取り組むとともに、便器の改修や特別洗浄によるトイレクリーン
良好
アップの実施や、集中的なせん定作業の実施など、快適な公園づくりに取り
組んだ。
【事業効果】
・放置自転車対策として、練馬区主催の放置自転車キャンペーンに参加した
ほか、日常の巡回時において、利用者へのマナーアップ協力の呼びかけや通
行に支障のある自転車の整理を実施した。

※

「優良」とされた施設で、特に優れていると評価された実績・成果について太字で記載している。

足立区舎人公
5 舎人公園 園、西伊興町ほ
か

【管理状況】
・便器の改修や特別洗浄によるトイレクリーンアップの実施や、集中的なせ
ん定作業の実施など、快適な公園づくりに取り組んだほか、事業計画に沿っ
た良好な管理を行った。
【事業効果】
・防災拠点としての役割、防災機能の紹介などをわかりやすく記載したリー
良好 フレットを作成し、利用者が防災に関する情報を得る方法の多様化を推進し
た。
・キッズ・サマーフェスタ、日暮里・舎人ライナー開業１周年記念の「春の
花火と千本桜まつり」など様々なイベントを開催し、公園のにぎわいを創出
した。
・ボランティアとの協働等を推進したことにより、「舎人公園ボランティ
ア」が第20回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰を受賞した。

江戸川区上篠崎
一・四・八丁
目、篠崎町六・
七・八丁目、西
6 篠崎公園
篠崎一丁目、谷
河内二丁目、南
篠崎町四丁目、
鹿骨町

【管理状況】
・便器の改修や特別洗浄によるトイレクリーンアップの実施や、集中的なせ
ん定作業の実施など、快適な公園づくりに取り組んだほか、事業計画に沿っ
た良好な管理を行った。
【事業効果】
良好 ・防災拠点としての役割、防災機能の紹介など、わかりやすく記載したリー
フレットを作成し、利用者が防災に関する情報を得る方法の多様化を推進し
た。
・改善要望が75件と多い「犬散歩者のマナー」への対策として、飼い主への
直接注意や大型看板によるマナーアップに取り組み、21年度のドッグラン開
始に向け、効果的なマナー対策を検討した。

葛西臨海 江戸川区臨海町
公園
六丁目

【管理状況】
・集中的なせん定作業の実施など、快適な公園づくりに取り組んだほか、事
業計画に沿った良好な管理を行った。
・平成21年４月に実施されたＩＯＣ評価委員会視察の事前準備を効果的に
実施した。
【事業効果】
優良 ・防災拠点としての役割、防災機能の紹介など、わかりやすく記載したリー
フレットを作成し、利用者が防災に関する情報を得る方法の多様化を推進し
た。
・「風の公園フェスティバル IN 葛西」において、開園20年目を迎える
記念特別事業として、葛西臨海水族園やＮＰＯ団体との連携など創意工夫
を凝らした事業展開を行い、計画を大幅に上回る参加者を集めており、に
ぎわいの創出、効果的な事業実施という点で高く評価できる。

杉並区成田東
二・三・四丁
善福寺川
8
目、成田西一・
緑地
三・四丁目、荻
窪一丁目

【管理状況】
・企業連携による無償でのＡＥＤ設置、公園灯10基・分電盤３基の改修、近
隣からの苦情が多かった夏季の夜間における騒ぎ、花火等対策の夜間巡回警
備を実施するなど、安全・安心な公園づくりに取り組んだほか、事業計画に
良好 沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
・防災拠点としての役割、防災機能の紹介など、わかりやすく記載したリー
フレットを作成し、利用者が防災に関する情報を得る方法の多様化を推進し
た。
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○ 都市部の公園グループ （指定管理者：財団法人東京都公園協会
施設名

所在地

評価内容

ホームレス対策や老木の維持管理など各公園が様々な課題を抱えているが、
管理所の地道な取組や数十人規模の職員で作業する大規模共同作業等の工夫
により、安全安心な公園づくり、快適な公園づくりに取り組んでいる。
また、海の森資源化センターへの持込みにより、せん定枝の全量リサイクル
を行っており、環境に配慮した取組も積極的に実施している。
今後も大規模共同作業等を計画的に実施するなど、管理レベルの向上にむけ
た工夫を期待する。

グループ全般

9 芝公園

総合
評価

指定期間：平成18年4月～平成23年3月）

港区芝公園一・
二・三・四丁目

【管理状況】
・企業連携による無償でのＡＥＤ設置等の安全・安心な公園づくりや、近隣
公園との作業グループ形成による低木刈込み、支障枝せん定、清掃、補修作
業の共同実施など、快適な公園づくりに取り組んだほか、事業計画に沿った
良好 良好な管理を行った。
【事業効果】
・どんぐりまつりなどと連携し、公園のにぎわいを創出した。
・企業による協働参画提案により25号地の植栽整備を行い、美観の創出を
図った。

新宿区戸山二・
10 戸山公園 三丁目、大久保
三丁目

【管理状況】
・関係部署との協力による公園の不適正利用の改善や企業連携による無償で
のＡＥＤ設置など、安全・安心な公園づくりに取り組んだほか、事業計画に
沿った良好な管理を行った。
良好
【事業効果】
・戸山公園子どもの遊び場を考える会と一体となり、子どもたちが「自分の
責任で自由に遊ぶ」プレイパーク事業の円滑な運営を行い、利用者サービス
の向上を図った。

東白鬚公 墨田区堤通二丁
園
目

【管理状況】
・企業連携による無償でのＡＥＤ設置等の安全・安心な公園づくりや、トイ
レクリーンアップや集中的なせん定作業などの快適な公園づくりに取り組ん
だほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
良好
【事業効果】
・㈱読売巨人軍ジャイアンツアカデミーとの共催による少年野球教室を開催
し、少年の心身の健全育成に取り組むとともに、運動施設の利用促進を図っ
た。

猿江恩賜 江東区住吉二丁
公園
目、毛利二丁目

【管理状況】
・老朽化施設（木製太鼓橋、同八つ橋）の点検、補修等、安全・安心な公園
づくりに取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
良好 【事業効果】
・地域等が中心となった江東こどもまつりの開催や、近隣小学校等との協力
によりやきいも大会を実施するなど、地域との連携に積極的に取り組み、公
園の活性化を図った。

亀戸中央 江東区亀戸八・
公園
九丁目

【管理状況】
・企業連携により無償でＡＥＤを設置するなど、安全・安心な公園づくりに
取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。本公園のＡＥＤに
ついては、設置直後に公園に隣接する野球場利用者に使用され、効果を発揮
した。
良好
・５月に大規模共同作業として松の剪定を実施し、日常管理では対応が難し
い作業を行い、快適な公園づくりに効果をあげた。
【事業効果】
・江東区民まつり亀戸地区夏まつりの会場として協力し、にぎわいの創出、
公園の活性化を図った。

江東区大島九丁
大島小松
目、江戸川区小
川公園
松川一丁目

【管理状況】
・サイン改修や、８月に大規模共同作業による広場の草刈を実施するなど、
快適な公園づくりに取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行っ
た。
【事業効果】
良好 ・地元連合町会が主催する小松川平井地区総合防災訓練の会場として、区や
警察署・消防署等との連携により協力を行い、効果的な訓練の実施に貢献し
た。
・㈱読売巨人軍ジャイアンツアカデミーとの共催による少年野球教室を開催
し、少年の心身の健全育成に取り組むとともに、運動施設の利用促進を図っ
た。

江戸川区北葛西
宇喜田公
三丁目、宇喜田
園
町

【管理状況】
・サイン改修等の快適な公園づくりに取り組んだほか、事業計画に沿った良
好な管理を行った。
良好
【事業効果】
・近隣住民による花壇ボランティアとの協働で、新規に花壇を設置し四季ご
とに花を咲かせるなど、都民協働に積極的に取り組んだ。

目黒区下目黒五
林試の森
丁目、品川区小
公園
山台二丁目

【管理状況】
・職員による年４回の樹木点検に加え、２回の樹木医診断により不健全木２
本、枯死５本の計７本を伐採するなど、安全・安心な公園づくりに取り組ん
だほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
良好
【事業効果】
・子どもを対象とした工作教室である森のアトリエや、地域等との連携によ
る林試の森コンサートの開催など、公園の特色を活かした催しを実施し、公
園の魅力向上を図った。
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蘆花恒春 世田谷区粕谷一
園
丁目

18 砧公園

19

世田谷区砧公
園、大蔵一丁目

祖師谷公 世田谷区上祖師
園
谷三・四丁目

【管理状況】
・企業連携による無償でのＡＥＤ設置など、安全・安心な公園づくりに取り
組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
・雇用につながる事業の実施という補正予算の趣旨を踏まえた、効果的な
執行を行った。
【事業効果】
優良 ・ボランティアの取組への協力・支援等により、花の丘における公園の顔
となる花壇づくりや花の丘フェスタの開催につなげており、都民協働事業
の積極的な取組は、高く評価できる。
・蘆花を偲ぶ集いや生誕140周年を記念した事業との連携により、公園の魅
力づくりに努め、利用者サービスの向上を図った。
・職員による年４回の樹木点検に加え、樹木医の診断に基づく早期の対応を
実施した。
【管理状況】
・トイレクリーンアップなど快適な公園づくりに取り組んだほか、事業計画
に沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
良好
・自然観察会の開催など利用者サービスの向上に取り組んだほか、ボラン
ティアとの協働等を推進したことにより、花壇管理ボランティアの「砧パー
クアカデミー」が第20回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰を受賞し
た。

【管理状況】
・サインの改修やトイレクリーンアップ、犬の放し飼い対策のマナーアップ
キャンペーンの実施等、快適な公園づくりに取り組み、おおむね良好な管理
を行ったが、地域からの要望を受けた広場等の利用調整が円滑に進まず、苦
良好 情に発展するケースが散見されたことについては、改善の必要がある。
【事業効果】
・来園者等による七夕飾りや都民と協働で公園の顔となる花壇づくりを実施
するなど、都民協働事業に取り組んだ。

善福寺公 杉並区善福寺
園
二・三丁目

【管理状況】
・大規模共同作業でベンチ・ロープ柵のリニューアルを行い、日常管理で対
応しきれない作業を実施し効果をあげるなど、快適な公園づくりに取り組ん
良好 だほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
・一般利用者による植物画・写真等の展示を常時行ったほか、「善福寺公園
で見られるきのこ展」等の企画展も実施し、公園の魅力向上を図った。

荒川区東尾久七
尾久の原
21
丁目、町屋五丁
公園
目

【管理状況】
・サインの改修などを実施し快適な公園づくりに取り組んだほか、事業計画
に沿った良好な管理を行った。
良好
【事業効果】
・保健所や犬の飼い主と協力し、飼い主向けのマナーアップ啓発活動とし
て、啓発パンフレット（200枚）を配布し利用者サービスの向上に努めた。

荒川区南千住八
丁目

【管理状況】
・日よけパーゴラを設置するなど快適な公園づくりに取り組んだほか、事業
計画に沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
良好
・地元区・町会及び関係機関が参加する大規模な防災訓練を実施した。
・地域特性を生かした汐入まつりや河川ネットワークイベント等を区及び地
元町会の協力により実施するなど、地域と一体となって公園の活性化を図っ
た。

板橋区舟渡二丁
23 浮間公園 目、北区浮間二
丁目

【管理状況】
・近隣公園との作業グループで集中的なせん定作業を実施するなど、快適な
公園づくりを行ったほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
良好
【事業効果】
・浮間ヶ原桜草保存会による浮間さくら草まつりの実施など、地域と一体と
なって公園の活性化、魅力向上を図った。
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22 汐入公園

板橋区高島平三
丁目、徳丸七・
八丁目、四葉二
24 赤塚公園
丁目、大門、赤
塚四・五・八丁
目

【管理状況】
・じゃぶじゃぶ池について、夏季の期間毎日３回の水質検査に加え、清掃や
安全点検を重点的に実施するなど、快適な公園づくりに取り組んだほか、事
業計画に沿った良好な管理を行った。
良好
【事業効果】
・ニリンソウの会との協働によるニリンソウの保護・育成、150人の参加を得
たニリンソウ観察会の開催など、地域と一体となって公園の魅力向上、活性
化を図った。

練馬区石神井台
石神井公
一・二丁目、石
園
神井町五丁目

【管理状況】
・企業連携による無償でのＡＥＤ設置など、安全・安心な公園づくりに取り
組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
良好 【事業効果】
・樹木・鳥・虫の自然観察会の延べ273回開催や、教育委員会との連携による
石神井城址開放など、地域と一体となって公園の魅力向上、活性化を図っ
た。

大泉中央 練馬区大泉学園
公園
九丁目

【管理状況】
・企業連携による無償でのＡＥＤ設置など、安全・安心な公園づくりに取り
組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
良好
【事業効果】
・親子凧あげ大会の開催や来園者等による七夕飾りなど、公園の魅力向上、
にぎわいの創出を図った。

足立区東綾瀬
一・二・三丁
東綾瀬公
27
目、綾瀬三・
園
五・六丁目、谷
中一丁目

【管理状況】
・企業連携による無償でのＡＥＤ設置など、安全・安心な公園づくりに取り
組んだほか、地域のスポーツ団体からの要望に適切に対応し、調整を行うな
良好
ど、事業計画に沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
・どんぐりまつりなどのイベントと連携し、公園のにぎわいを創出した。

足立区中川五丁
目

【管理状況】
・地域や利用者等からの多様な要望等に適切に対応したほか、トイレクリー
ンアップなど快適な公園づくりに取り組み、事業計画に沿った良好な管理を
行った。
良好 【事業効果】
・中川処理場連絡協議会との連携により、公園と地域住民との問題の解決に
努めた。
・近隣小学校に畑地を開放し、用具の貸し出しをするなど、地域への協力、
公園利用の促進を図った。

25
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28 中川公園

○ 狭山丘陵グループ （指定管理者：西武・狭山丘陵パートナーズ
施設名

所在地

総合
評価

指定期間：平成18年4月～平成23年3月）
評価内容

グループ全般

レンジャー部と維持管理部の連携による早期対応や、イベント時期や植物の
見ごろなど利用者の多い場所や時期を考慮した、効率的・効果的な植生管
理・清掃の実施により、安全で快適な公園づくりを行った。
「里山型公園」の管理にかかる、これまでの経験を自信として更なる高みを
目指そうとする気構えが各職員から感じられる。
今後も野山北・六道山公園をはじめとしてクオリティ維持に期待する。

29 狭山公園

【管理状況】
・都水道局による堤体工事の終了に伴う平成21年４月の再開園に向け、都
と連携して工事担当者等と調整を図り、スムーズな再開園へ結びつけたほ
か、宅部池のブラックバスが北川に流出しないためのネット設置、移入禁
止看板の設置などの里山の環境保全の取組を行っており、管理運営におけ
る積極的な姿勢は高く評価できる。
優良 【事業効果】
・ホームページを充実したことによりアクセス数が大幅に増加するなど、
利用促進の取組を行った。
・高いインタープリテーション能力を持つレンジャーを配置しガイド
ウォークを実施するなど、質の高い利用者サービスを行った。
・新規ボランティア獲得のための基盤整備を行ったほか、市民団体及び友
の会と意見交換会を実施するなど、積極的に都民協働の取組を行った。

東村山市多摩湖
町二・三丁目、
東大和市多摩湖
四丁目

30

31

東村山市諏訪町
八国山緑
二・三丁目、多
地
摩湖町四丁目

【管理状況】
・近隣農家との協働による落ち葉かきなどの環境に配慮した取組や、職員巡
回時の犬の放し飼いへの注意、マナーアップの声かけなど、快適な公園づく
りに取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
良好 【事業効果】
・ホームページを充実したことによりアクセス数が大幅に増加するなど、利
用促進の取組を行った。
・関連市民団体と維持管理について意見交換会を随時実施するなど、積極的
に都民協働の取組を行った。

東大和市湖畔三
東大和公
丁目、高木一丁
園
目、狭山三丁目

【管理状況】
・公園入口の見通し確保のための支障木撤去や、近隣からの支障枝処理の要
望に対し、自然環境への影響に配慮したうえで迅速に対応するなど、快適な
公園づくりを行い、事業計画に沿った良好な管理を行った。
良好 【事業効果】
・ホームページを充実したことによりアクセス数が大幅に増加するなど、利
用促進の取組を行った。
・企業の社会貢献事業に協力したほか、市民団体や自治体と今後の維持管理
について意見交換会を実施するなど、積極的に都民協働の取組を行った。

武蔵村山市本町
野山北・ 三・五・六丁
32 六道山公 目、三ツ木、
園
岸、瑞穂町石
畑、殿ヶ谷

【管理状況】
・近隣からの支障枝処理の要望に対して、自然環境への影響に配慮したうえ
で迅速に対応したほか、老朽化した案内板の修繕やわかりやすい道標の設置
など、良好な管理を行った。
【事業効果】
・ホームページを充実しアクセス数の大幅な増加につなげた利用促進の取
組や、高いインタープリテーション能力を持つレンジャーの配置によるガ
優良 イドウォークの実施などの質の高い利用者サービスの提供について、高く
評価できる。
・公園ボランティアの参加延べ人数が2,861人と平成19年度（1,790人）の
約1.6倍になったほか、学校、団体、インターン・企業（NPO)ボランティア
の参加延べ人数も2,314人と平成19年度（1,977人）から増加した。里山学
校などの活動により技術や知識を身につけたボランティアがリーダー格に
成長し新規ボランティア育成に熱心に取り組むなど、都民協働の取組で顕
著な実績をあげた。

○ 多摩丘陵グループ （指定管理者：財団法人東京都公園協会
施設名

所在地

グループ全般

総合
評価

指定期間：平成18年4月～平成23年3月）
評価内容

職員によるアメニティ巡回やレンジャーによる利用指導等により、安全・安
心で、快適な公園づくりを実施した。
丘陵地レンジャーの活動、ボランティアとの協働等を通じて高いクオリティ
を維持しており評価できる。
今後はグループ全体の管理運営水準が向上するよう取り組まれたい。

桜ケ丘公 多摩市連光寺三
園
丁目、五丁目

【管理状況】
・エコモニタリング調査による希少植物の管理や選択的な草刈等による生き
物への配慮など、おおむね良好な管理状況であるが、都事業への理解や協働
意識の面で一部課題があり、改善の必要がある。
良好 【事業効果】
・丘陵地レンジャーによる自然調査データをもとに「園内生き物マップ」を
作成し活用するなど、利用者サービスの向上を図った。
・ボランティアとの協働による写真展を開催し、今後の都民協働事業の活性
化に向けた礎となった。

八王子市長沼
34 長沼公園 町、下柚木、堀
之内

【管理状況】
・現地に管理所がない公園であるが、近隣からの要望に適切に対応するな
ど、事業計画に沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
良好
・園内の注意看板のピクトサインを統一し、安全で分かりやすい案内板を提
供するなど利用者の利便性向上を図った。
・近隣市が開催するイベントに参加し、ボランティア活動のＰＲを行なうこ
とにより、協働で展開する公園の活動や魅力アピールに努めた。

33

平山城址
八王子市堀之内
公園

【管理状況】
・現地に管理所がない公園であるが、近隣からの要望に適切に対応するな
ど、事業計画に沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
良好
・園内の注意看板のピクトサインを統一し、安全で分かり易い案内板を提供
するなど利用者の利便性向上を図った。
・近隣市が開催するイベントに参加し、ボランティア活動のＰＲを行なうこ
とにより、協働で展開する公園の活動や魅力アピールに努めた。

小山田緑 町田市下小山田
地
町、上小山田町

【管理状況】
・エコモニタリング調査による希少植物の管理や選択的な草刈等による生き
物への配慮など、事業計画に沿った良好な管理を行ったほか、８月末の豪雨
で崩落等が生じた際、迅速に現場確認を行い、都への連絡や近隣への説明
を行うなど、緊急時対応が的確で優れており、高く評価できる。
優良
【事業効果】
・放棄されていた水田跡を活用した田んぼ・畑づくりなどの都民協働の取
組や、自然学習ガイドブックの活用やガイドツアーの実施など、公園の環
境を活かした環境学習への積極的な取組が、公園の魅力向上の点で効果的
に実施されており、高く評価できる。

町田市小山ヶ丘
四丁目、八王子
小山内裏
37
市南大沢四・五
公園
丁目、鑓水二丁
目

【管理状況】
・エコモニタリング調査による希少植物の管理や選択的な草刈等による生き
物への配慮を行ったほか、バーベキュー場におけるゴミ持ち帰りの徹底や特
別洗浄によるトイレクリーンアップなど、快適な公園づくりを行った。
【事業効果】
優良
・自然に触れ合うイベントのほか、桜まつり・どんど焼きなど、地域との
連携による工夫を凝らした多彩な事業を展開しており、都民協働、公園の
魅力向上の点で効果をあげており、高く評価できる。
・ドッグランについても、安全パトロール等の事業への協力も得て、ボラン
ティアとサービスセンターとの良好な関係により運営されている。

35
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○ 武蔵野の公園グループ （指定管理者：財団法人東京都公園協会
施設名

所在地

総合
評価

指定期間：平成18年4月～平成23年3月）
評価内容

グループ全般

樹木・遊具の点検や園地・施設の清掃等、安全・安心な公園づくり、快適な
公園づくりに取り組んだ。
良好なロケーションと安定的な利用者層に支えられた管理運営であるが、
様々な目的にこたえた結果、公園全体の像が見えず、それぞれの公園として
の特徴がみられない平均的管理運営となっている点が懸念される。今後、各
公園のポテンシャルを生かし、あるテーマ性をもった公園の性格づけを行
い、地域と一体となった公園の個性づくりに期待する。

38 陵南公園

八王子市長房
町、東浅川町

【管理状況】
・企業連携による無償でのＡＥＤ設置等の安全・安心の公園づくりや、トイ
レクリーンアップ等の快適な公園づくりに取り組んだほか、事業計画に沿っ
良好 た良好な管理を行った。
【事業効果】
・サービスセンター前に新設したスタンド式の情報ボードに、花の見ごろや
イベント、工事情報を毎日掲示し、利用者サービスの向上を図った。

八王子市大谷
町、暁町二丁目

【管理状況】
・ボランティアとの連携等により、四季を通して花壇に花が咲いているよう
努めるなど、明るく快適な公園づくりを行った。
・地域要望をふまえ、都が年度途中でカラストラップを設置することに
なった際には、適地の提案・現地立会い等的確に対応するなど、都との連
携・協力を効果的に実施した。
優良 ・雇用につながる事業の実施という補正予算の趣旨を踏まえた、効果的な
執行を行った。
【事業効果】
・日ごろからボランティア団体との良好な関係に基づく管理運営がなされ
ており、自然環境情報コーナーの展示替えや自然情報ガイド「小宮公園の
四季」活用による案内など、自然環境に関する積極的な情報提供に努め、
公園の特性を生かした特色ある運営を行った。

39 小宮公園

40 滝山公園 八王子市高月町

【管理状況】
・都とも連携し、眺望の確保のため、せん定等の作業を適切に実施した。
・ベンチの補修など快適な公園づくりを行ったほか、事業計画に沿った良好
良好 な管理を行った。
【事業効果】
・自然保護作業を行なう上で必要な道具類をボランティア専用に用意したこ
とで、作業時間の自由度が上がり、作業効率が向上した。

武蔵野中 武蔵野市八幡町
央公園
二丁目

【管理状況】
・企業連携による無償でのＡＥＤ設置等の安全・安心な公園づくりや、トイ
レクリーンアップやベンチ補修等の快適な公園づくりに取り組んだほか、事
業計画に沿った良好な管理を行った。
良好
【事業効果】
・武蔵野中央公園の特色である原っぱ広場を有効に活用し、開園20年目を記
念する事業として、模型飛行機やカイトフェスティバル、ファミリーコン
サートを実施し、公園の魅力をアピールした。

調布市野水一・
二丁目、小金井
42 野川公園 市東町一丁目、
三鷹市大沢二・
三・六丁目

【管理状況】
・企業連携による無償ＡＥＤの設置等の安全・安心な公園づくりや、トイレ
クリーンアップやベンチ補修、犬の放し飼いに対するマナーアップの呼びか
け等の快適な公園づくりに取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を
良好 行った。
【事業効果】
・野川の自然をテーマにした展示会の開催回数を増やし、国分寺崖線の自然
を広く紹介した。また、イベント参加者が作成した寄せ植えのプランター
を、くつろぎスペースに設置し、利用者サービスの向上を図った。

小金井市前原町
武蔵野公 二丁目、東町五
43
園
丁目、府中市多
磨町二丁目

【管理状況】
・平成20年７月に、野球場の使用について受付の際に使用料を帳簿に記載し
なかったため、不明金として金庫に保管される徴収事務の不適正な処理が発
生したが、同年８月に複数によるチェック体制の厳守等の再発防止策を取り
まとめ、改善策を実施している。
良好 ・企業連携による無償でのＡＥＤ設置等安全・安心の確保に取り組んだほ
か、楽器演奏による騒音に対して、注意看板の設置や巡回による注意等を実
施し、効果をあげた。
【事業効果】
・苗圃のある公園という特色をＰＲするため、手作りの樹木マップ（1,000
枚）を配布し、利用者から、樹木の観賞資料として好評を得た。

府中市浅間町四
浅間山公
丁目、若松町五
園
丁目

【管理状況】
・支障枝の除去等を自然豊かな公園という特色に配慮して実施するなど、安
全・安心な公園づくりと快適な公園づくりに取り組み、事業計画に沿った良
好な管理を行った。
【事業効果】
良好
・ボランティアと協働で、公園内の植物管理に関する作業計画書とゾーン
マップを作成し、一部の園路沿いに種をまき、保護エリアへの立入りを回避
した。
・年間を通じて、小学校や地域イベントに参加し、浅間山の自然のＰＲを
図った。

府中市朝日町三
武蔵野の
丁目、調布市西
森公園
町

【管理状況】
・犬の放し飼いに対するマナーアップの呼びかけやサインの改善など快適な
公園づくりに取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
・飛来したオオハクチョウの幼鳥のくちばしがネットに引っかかった際等に
良好 は、鳥獣保護員との連携により的確に対応した。
【事業効果】
・防災訓練に関し、防災設備点検、自主防災訓練や三鷹市との協同による災
害訓練を実施したほか、インターンに来た学生にも訓練に参加してもらい、
防災意識の醸成や知識の蓄積に努めた。

府中市浅間町一
府中の森
丁目、緑町二丁
公園
目

【管理状況】
・じゃぶじゃぶ池（夏季実施）について、毎日３回の水質検査と高圧洗浄機
導入による清掃を実施するとともに、サインを改善するなど、快適な公園づ
くりを行ったほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
良好
【事業効果】
・ボランティアとの協働により花壇管理を行うとともに、掲示板に花壇情報
を掲載したり、ボランティアにより管理されている花壇であることをＰＲす
るための看板を設置した。

41
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小金井市桜町三
丁目、関野町
小金井公 一・二丁目、小
47
園
平市花小金井南
町三丁目、西東
京市向台六丁目

【管理状況】
・遊具の定期安全点検に加えターザンロープ型遊具の精密点検の実施や、職
員による樹木点検に加えて樹木医による高度な樹木診断を行い、診断に基づ
く早期の対応を実施するなど、安全・安心の確保を行ったほか、事業計画に
沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
良好
・ボランティアとの連携に積極的に取り組み、ボランティアが花苗づくりか
ら花壇管理まで自主的に行い、来園者がいつでも楽しめる花壇づくりを行っ
ているが、こうした取組が評価され「小金井公園花の会」が第18回全国花の
街づくりコンクールで花のまちづくり優秀賞を受賞した。
・サービスセンターに情報ボードを設置し、あわせて方向指示看板上部に表
示番号を取り付けるなど、利用者サービスの向上を図った。

福生市、昭島
玉川上水 市、立川市、小
48
緑道
平市、三鷹市、
武蔵野市

【管理状況】
・樹木管理を中心に多数の要望が寄せられるが、緑道の特性や制約を丁寧に
説明し、利用者からの理解が得られるよう努めるなど、快適な緑道づくりに
良好
取り組んだ。
・このほか、ベンチの設置や流れ施設の改良を実施し、安全・安心の確保に
取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。

東久留米市中央
町三丁目

【管理状況】
・整備途上の公園であるが、職員の巡回時やボランティアとの花壇作業等の
機会をとらえて利用者の意見・要望の把握に努めるなど、快適な公園づくり
良好 に取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
・ボランティアからの情報提供を受け、公園からのお知らせ等を掲示するな
ど、利用者サービスの向上を図った。

東村山中 東村山市富士見
央公園
町五丁目

【管理状況】
・企業連携による無償でのＡＥＤ設置や犬の放し飼いに対し粘り強くマナー
アップを呼びかけるなど、安全・安心な公園づくりや快適な公園づくりに取
良好 り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
・菊花盆栽教室の参加者との協働により、花壇管理を行なうとともに、菊花
展に合わせ看板を設置するなど、利用者サービスの向上を図った。

小平市、東村山
狭山・境
市、東大和市、
緑道
西東京市

【管理状況】
・せん定等樹木管理を中心に自然保護の観点等、様々な意見や要望が寄せら
れるが、職員（東村山中央公園管理所による管理）が、緑道としての一貫し
た管理姿勢を持ちつつ、迅速かつきめ細かな対応を行うことで、利用者の理
良好 解も高まっている。こうした快適な緑道づくりに取り組んだほか、事業計画
に沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
・八坂駅付近の緑道上に新設した情報ボードに、都民協働の情報、緑道のお
知らせ等を掲示し、利用者サービスの向上を図った。

国分寺市泉町二
武蔵国分
丁目、西元町一
寺公園
丁目

【管理状況】
・企業連携による無償でのＡＥＤ設置等の安全・安心の確保や、ベンチ補修
や犬の放し飼いに対するマナーアップの呼びかけ、水飲み場への犬の水飲み
皿の設置等の快適な公園づくりに取り組んだほか、事業計画に沿った良好な
良好
管理を行った。
【事業効果】
・地元の要望も高い「鯉のぼり」イベントについて、現場のアイデアを生か
した工夫を実施し、利用者サービスの向上を図った。

東大和南 東大和市桜が丘
公園
二・三丁目

【管理状況】
・企業連携による無償でのＡＥＤ設置、ベンチ補修、犬の放し飼いに対する
マナーアップの呼びかけ、ゴミの持ち帰り推進など、安全・安心の確保と快
適な公園づくりに取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
・ゴミのもち持ち帰り推進では、家庭ゴミの不法投棄対応として、ゴミ箱の
良好 一時的な使用中止から、撤去につなげるなど、園内美化の向上に取り組ん
だ。
【事業効果】
・地域、ボーイスカウトとの連携により、子どもに外遊びの楽しみを伝える
「公園で遊ぼうキッズコミュニティ」を実施しているが、参加者を着実に増
やしている。

49 六仙公園
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秋留台公 あきる野市二
園
宮、平沢

【管理状況】
・企業連携による無償でのＡＥＤ設置や、野良猫対策としてえさやり場の清
掃、片付けを行うなど、安全・安心な公園づくりや快適な公園づくりに取り
組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
良好
【事業効果】
・サービスセンター前の情報ボードにより、花の見ごろ・紅葉状況・イベン
トなどの情報を毎日掲示し、利用者サービスの向上を図った。また、野草愛
好会と協働で花壇管理や花の苗の配布を行い、活動の充実を図った。

○ 文化財庭園グループ （指定管理者：財団法人東京都公園協会
施設名

所在地

グループ全般

55

56

57

総合
評価

指定期間：平成18年4月～平成23年3月）
評価内容

管理運営中期計画の策定や作庭意図を尊重した高いレベルの植物管理等、文
化財庭園の伝統技能を保存・継承しつつ、ホームページの充実等にも取り組
み、入園者数を向上させており、質の高い管理運営がなされている。
海の森資源化センターへの持込みにより、せん定枝の全量リサイクルを行っ
ており、環境に配慮した取組も行っている。
それぞれの庭園の性格づけが明確であり、その特性に応じた管理運営や利用
者サービスが図られている点が高く評価できる。

浜離宮恩 中央区浜離宮庭
賜庭園
園

【管理状況】
・三百年の松の樹勢回復作業や適切な水門開閉による潮入の池の水質確
保、伝統技法に基づく垣根の更新など、庭園の貴重な自然環境や文化的価
値に配慮した管理を行った。
・文化財庭園の伝統技能を保存・継承するため、日本庭園を構成する工作
物製作の伝統技能研修を実施した。
【事業効果】
優良 ・ホームページに、従来の英語版に加え、韓国語、中国語などを追加する
ことで、アクセス数が大幅に増加しており、外国人観光客の誘致につなが
る、効果的な取組と評価できる。
・東京大茶会の会場として協力したほか、「浜庭御成園遊会（お話）」な
ど新たなイベントを実施した。砂利敷きの園路でも快適に通行できるオフ
ロードタイプの車椅子導入など、利用者サービスの向上を図った。
・入園者数を増加（H19年度：621千人→H20年度 ：647千人）させるとと
もに、利用者満足度も全般的に高く、評価できる。

旧芝離宮
港区海岸一丁目
恩賜庭園

【管理状況】
・松の樹勢回復など、庭園の貴重な自然環境に配慮した管理を行った。
【事業効果】
・ホームページに、従来の英語版に加え、韓国語、中国語などを追加する
ことでアクセス数が大幅に増加しており、外国人観光客の誘致につなが
優良 る、効果的な取組と評価できる。
・夏季延長時間を利用した納涼寄席など、特色ある催しを実施するととも
に、ガイドボランティアが活動を開始するなど、利用者サービスの向上を
図った。
・入園者数を増加（H19年度：114千人→H20年度：123千人）させるととも
に、利用者満足度も全般的に高く、評価できる。

小石川後 文京区後楽一丁
楽園
目

【管理状況】
・伝統的技法に基づく垣根の更新等、庭園の文化的価値に配慮した管理を
行った。
・文化財庭園の伝統技能を保存・継承するため、日本庭園を構成する工作
物製作の伝統技能研修を実施した。
【事業効果】
・ホームページに、従来の英語版に加え、韓国語、中国語などを追加する
優良
ことでアクセス数が大幅に増加しており、外国人観光客の誘致につなが
る、効果的な取組と評価できる。
・近隣小学校生徒による田植え、稲刈り体験の実施など地域連携にも積極
的に取り組んだほか、紅葉まつりなど季節に応じた多彩なイベントを実施
し、利用者サービスの向上を図った。
・入園者数を増加（H19年度：304千人→H20年度：333千人）させるととも
に、利用者満足度も全般的に高く、評価できる。

文京区本駒込六
丁目

【管理状況】
・吹上松の樹勢回復の取組や、つつじ再生プロジェクトなど、きめ細かな
植物管理を実施し、作庭意図を尊重した景観形成につなげている。文化財
庭園の伝統技能を保存・継承するため、日本庭園を構成する工作物製作の
伝統技能研修を実施した。
・外国要人の来園時には、都や警察と連携し、的確な安全管理を実施し
た。
優良
【事業効果】
・ホームページに、従来の英語版に加え、韓国語、中国語などを追加する
ことでアクセス数が大幅に増加しており、外国人観光客の誘致につなが
る、効果的な取組と評価できる。
・園内へのライブカメラ導入により、しだれ桜をＨＰに掲載し45,120件の
アクセスを得るなど、利用者ニーズに応える取組を実施しており、来園者
の満足度も全般的に高く、評価できる。

旧岩崎邸 台東区池之端一
庭園
丁目

【管理状況】
・植栽管理や洋館・和館を中心とした建物管理等、文化的価値に配慮した
管理を行うとともに、警備員も含めてＣＳを徹底し接遇の向上を図るなど、
快適な空間づくりに取り組んだ。
【事業効果】
・ホームページに、従来の英語版に加え、韓国語、中国語などを追加する
優良 ことでアクセス数が大幅に増加しており、外国人観光客の誘致につなが
る、効果的な取組と評価できる。
・東京芸術大学と連携した土曜ミニコンサートやジョサイア・コンドル展
との連携等により、庭園の魅力・歴史的価値の発信と利用者サービスの向
上を図った。
・入園者数を増加（H19年度：194千人→H20年度：215千人）させるととも
に、利用者満足度も全般的に高く評価できる。

向島百花 墨田区東向島三
園
丁目

【管理状況】
・文化財庭園の伝統技能を保存・継承するため、日本庭園を構成する工作物
製作の伝統技能研修を実施するなど、文化的価値に配慮した管理を行った。
【事業効果】
・ホームページに、従来の英語版に加え、韓国語、中国語などを追加するこ
とでアクセス数が大幅に増加しており、外国人観光客の誘致につながる、効
果的な取組と評価できる。
良好 ・変化朝顔の育成等江戸園芸品種の育成に努めるとともに、月見の会、虫き
きの会などの実施し、利用者サービスの向上を図った。
【課題】
・管理状況の面、利用者サービス面、双方で、昨年度のレベルを維持・向上
させ、入園者数も増加（H19年度：150千人→H20年度：157千人）させている
にも関わらず、利用者満足度が前年よりも低下したことで、評価結果が良好
（平成19年度評価は優良）という結果となっている。原因究明・対応を期待
する。

江東区清澄二・
三丁目

【管理状況】
・文化財庭園の伝統技能を保存・継承するため、日本庭園を構成する工作
物製作の伝統技能研修を実施するなど、庭園の文化的価値に配慮した管理
を行った。
【事業効果】
・ホームページに、従来の英語版に加え、韓国語、中国語などを追加する
ことでアクセス数が大幅に増加しており、外国人観光客の誘致につなが
優良
る、効果的な取組と評価できる。
・平成19年度から開始したライトアップを４日間から９日間に延長し、
「名石と水がおりなす清澄庭園 晩秋の夕べ」として名石と水と紅葉によ
る神秘的な空間を提供するなど、新たな魅力の発信、利用者サービスの向
上を図った。
・入園者数を増加（H19年度：189千人→H20年度 ：193千人）させるとと
もに、利用者満足度も全般的に高く、評価できる。

旧古河庭 北区西ヶ原一丁
園
目

【管理状況】
・文化財庭園の伝統技能を保存・継承するため、日本庭園を構成する工作
物製作の伝統技能研修を実施するなど、庭園の文化的価値に配慮した管理
を行った。
【事業効果】
・ホームページに、従来の英語版に加え、韓国語、中国語などを追加する
優良 ことでアクセス数が大幅に増加しており、外国人観光客の誘致につなが
る、効果的な取組と評価できる。
・春秋のバラフェスティバルを開催し、秋のフェスティバルでは英国王立
園芸協会日本支部の協力も得て「耳で聞く英国文学 朗読＆アコース
ティック・ギターライブ」と題した朗読と英国音楽演奏の会も行うなど、
利用者サービスの向上を図っており、利用者満足度も全般的に高く、評価
できる。

58 六義園
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61 清澄庭園
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殿ケ谷戸 国分寺市南町二
庭園
丁目

【管理状況】
・文化財庭園の伝統技能を保存・継承するため、日本庭園を構成する工作
物製作の伝統技能研修を実施したほか、江戸紫の再生、職員や愛好団体と
一体で実施した山野草展示など、庭園の特色となる植物の保全・育成に努
めており、こうした庭園の文化的価値や自然環境に配慮した管理は高く評
価できる。
【事業効果】
優良 ・ホームページに、従来の英語版に加え、韓国語、中国語などを追加する
ことでアクセス数が大幅に増加しており、外国人観光客の誘致につなが
る、効果的な取組と評価できる。
・ガイドボランティアの養成に取り組み、次年度以降の活動開始につなげ
た。
・庭園内での七草展示などとあわせ、蔵を活用した春・秋の山野草展な
ど、庭園の特性を踏まえた魅力を発信する取組がなされており、利用者満
足度も全般的に高く、評価できる。

○ 夢の島公園・夢の島熱帯植物館 （指定管理者：日比谷アメニス夢の島グループ
施設名

所在地

グループ全般

64

65

総合
評価

指定期間：平成18年4月～平成23年3月）

評価内容

夢の島公園入口から植物館へと、来園者の期待感を醸成するような、公園と
植物館一体となった更なる工夫を期待する。

夢の島公
江東区夢の島
園

【管理状況】
・植栽管理計画を作成し維持管理作業を行うなど、健全な植物の育成に努め
快適な公園づくりに取り組んだほか、雇用につながる事業の実施という補正
予算の趣旨を踏まえた効果的な執行など、良好な管理を行った。
【事業効果】
良好
・森の学校、都民の日ウォーキングラリーなど、工夫を凝らしたイベントを
実施した。
・近隣幼稚園、小学生及び一般公募のボランティアによる花壇への球根植え
付けのほか、ガイドボランティア育成のための養成講座を実施するなど、都
民協働に取り組んだ。

夢の島熱 江東区夢の島３
帯植物館 －２

【管理状況】
・優先順位を定めた施設の補修計画により施設修繕を計画的に実施したほ
か、利用者の多いエリアでは優先順位が低くても部材交換及び清掃を行う
など、老朽化が懸念される施設に対して良好な維持管理を実施した。
・植栽管理計画を作成し、維持管理作業を行うなど、健全な植物の育成に
努め、快適な空間づくりを行った
【事業効果】
・地球温暖化防止と環境保護意識の啓発を目的としたベアフットフェス
ティバルや夢の島環境展などの特色あるイベントを実施した。
・夢の島環境展では、情報コーナーを改修による空きスペースで、モグラ
優良 の生態展示を行い、33日の開催期間中に1万人以上の利用者数となるなど、
創意工夫により入園者数増加（H19年度：100千人→H20年度：114千人）に
つなげた。
・熱帯植物館音声案内システムに解説植物の位置を示した配布用イラスト
マップを新規導入したほか、催事情報等を紹介するコンテンツを新設するな
ど、利用者サービスの向上を図った。
【課題】
・入園者数の向上に向け、モグラの生態展示等のイベントや解説の工夫は評
価できるが、入園者数増加は無料入園の設定による効果もある。今後は熱帯
植物館としての個性化が課題であり、環境教育をテーマとした事業など本施
設の役割や当初の目標を踏まえた事業展開の工夫を期待する。

○ 日比谷公会堂・日比谷大音楽堂 （指定管理者：大星ビル管理・共立・日比谷アメニス共同事業体
指定期間：平成18年4月～平成23年3月）
施設名

66

67

所在地

総合
評価

評価内容

日比谷公 千代田区日比谷
会堂
公園一丁目三番

【管理状況】
・多彩な記念事業の提案や多様な媒体でのＰＲ活動など、管理所職員の創意
工夫により管理運営が実施されている。
・老朽化による突発的な漏水事故の発生に的確に対処するとともに、将来的
な対策についても検討を行ったほか、小規模補修の工夫による快適性、管理
効率性の向上など、良好な管理を行った。
【事業効果】
・受付システムの本格稼動及びＬＡＮを導入し、業務の円滑化、効率化を図
良好
ることにより、利用者対応力が向上した。
・開設80周年記念事業を企画提案し、実行委員会を設置するなど、記念事業
実施に向け積極的に取り組んだ。
・オリンピック招致委員会と連携し、クリスマス・フリーコンサートにおい
てオリンピック招致映像を上映するなど、積極的にオリンピック招致活動に
協力するとともに、ＰＲ活動として効果的な自主事業を実施した。
・年間の利用状況については、利用件数586件、利用率74.2％と、平成19年度
（631件、78.3％）と比較し、微減となった。

日比谷大 千代田区日比谷
音楽堂
公園一丁目五番

【管理状況】
・老朽化が著しいトイレの尿石高圧洗浄作業を実施し、消臭効果を図るな
ど、快適な空間づくりに取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を
行った。
【事業効果】
良好 ・受付システムの本格稼動及びＬＡＮを導入し、業務の円滑化、効率化を図
ることにより、利用者対応力が向上した。
・リアルタイムに気象情報が確認できるインターネットサービスを提供し、
利用者の利便性の向上を図った。
・年間の利用状況については、利用件数300件、利用率39.0％と、平成19年度
（309件、39.6％）と比較し、微減となった。

○ 台場公園・潮風公園 （指定管理者：東京港埠頭・テレポートセンターグループ
施設名

所在地

評価内容

毎日の巡回や特別公園巡回による施設の不具合の早期発見・補修の実施、植
栽管理による通路の確保や見通しの改善など、安全・安心な公園づくりや、
快適な公園づくりに取り組んだ。
また、海の森資源化センターへの持込みによりせん定枝の全量リサイクルを
行うなど、環境に配慮した取組も積極的に行った。
集客性の高い地域特性を積極的に生かし事業効果を高めている点、海上公園
との連携により利用者サービスの向上を図っている点について評価できる。

グループ全般

68 台場公園 港区台場一丁目

69 潮風公園

総合
評価

指定期間：平成18年4月～平成23年3月）

品川区東八潮
一・二番

【管理状況】
・現地に管理所がない公園であるが、スタッフが巡回時に積極的に利用者に
声かけ運動を実施し禁止事項等の注意喚起を行ったり、船を利用して年２回
海側から公園施設の状況を確認するなど、快適な公園づくり、安全・安心な
公園づくりに取り組んだ。
良好
【事業効果】
・撮影申請窓口を海上公園と一本化するとともに、ＨＰからの予約申請書ダ
ウンロードを可能するなど、利用者サービスの向上を図った。
・公園の特性を生かしたイベント「大江戸探見ツアー」を実施するなど、公
園のにぎわい創出に努めた。
【管理状況】
・転落防止柵、救命用浮輪など水際施設について、目視だけでなく打診等の
点検を行い不具合を早期発見・補修したほか、トイレ等の施設清掃回数の大
幅増加や、夏季を中心とする噴水設備等の残留塩素測定や減菌装置調整によ
る水質確保など、安全・安心な公園づくり、快適な公園づくりに取り組み、
事業計画に沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
・撮影申請窓口を海上公園と一本化するとともに、ＨＰからの予約申請書ダ
良好
ウンロードを可能にしたほか、バーベキューの予約状況により予約不要な他
の海上公園を紹介するなど、利用者サービスの向上を図った。
・継続イベントの改善により参加者数の増加につなげたほか、バーベキュー
広場を活用したハンゴウ炊飯体験や関係団体と連携して実施したお台場海浜
マラソンなど、特色ある事業を実施した。
【課題】
・マラソンの距離設定への配慮など、引き続き、効果的な事業実施に向け、
工夫を図られたい。

○ 青山葬儀所 （指定管理者：日比谷花壇グループ
施設名

70

所在地

港区南青山二丁
青山葬儀
目三十三番二十
所
号

指定期間：平成18年4月～平成23年3月）

総合
評価

【管理状況】
・老朽化した箇所の雨漏補修、消化設備の改善など、各施設の維持管理につ
いて、様々な創意工夫による改善を実施した。
・歩廊の脇の植込地を整備し、砂利を敷き玉竜を植え込むなど、葬儀所にふ
さわしい景観・空間づくりを行った。
【事業効果】
・利用者アンケートだけでなく、直接利用者から要望等の聞き取りを行い、
良好
具体的な施設改善（売店跡地の利用者用更衣室への改装、式場高窓への暗幕
設置など）行うなど利用者のニーズに対応した利便性向上の取組を実施し
た。
・大規模葬儀が減少傾向にある中で、本施設も平成19年度と比較し実績を減
少させた（H19年度利用59件→H20年度利用56件）が、フューネラルフェアへ
の参加やパンフレット刷新及び葬儀社訪問・ニーズ調査など、利用者サービ
スの向上、利用拡大に向けた積極的な取組を行った点は評価できる。

○ 駒沢オリンピック公園 （指定管理者：財団法人東京都スポーツ文化事業団
施設名

所在地

世田谷区駒沢公
駒沢オリ
園、目黒区東が
71 ンピック
丘二丁目、八雲
公園
五丁目

評価内容

総合
評価

指定期間：平成18年4月～平成21年3月）
評価内容

【管理状況】
・老朽化した施設について日常点検により迅速に補修を実施するとともに、
中央広場での大規模イベント等について、きめ細かな利用調整により安全・
円滑な実施につなげるなど、安全・安心な公園づくりに取り組んだ。
・大刈込の復元作業では嵩下げ等を実施し、見栄え向上を図るなど、快適な
公園づくりに取り組んだ。
良好 ・このほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
・オリンピックフェスティバルをはじめマラソン・駅伝大会など、体育施設
との共通利用の拡大を図り、効果的な事業を実施した。
・大規模救出救助活動拠点という防災上の位置付け等について所内研修を実
施したほか、地域及び関係機関と連携して防災訓練を実施するなど、防災公
園としての取組を積極的に実施した。

○ 東京都動物園 （指定管理者：財団法人東京動物園協会
施設名

所在地

グループ全般

72

73

74

75

総合
評価

指定期間：平成18年4月～平成28年3月）
評価内容

都立の動物園として、管理運営の考え方と各事業との関連を明確にし、各園
の特性に応じた高い意識の管理運営を実施するよう期待する。

恩賜上野 台東区上野公園
動物園
九丁目

【管理状況】
・日本初となるスバールバルライチョウの繁殖の成功や、雇用につながる事
業の実施という補正予算の趣旨を踏まえた効果的な執行など、良好な管理を
行った。
【事業効果】
・子ども動物園60周年記念事業として様々な特別イベントを実施し、利用者
良好 サービスの向上を図った。
・アカガシラカラスバトの企画展など、野生生物の保全に関する教育普及活
動に積極的に取り組んだ。
・国際カエル年について、各園と連携して様々な展示等を実施し、国際的な
生物保全活動に貢献した。
・入園者数は減少（H19年度：3,495千人→H20年度：2,898千人）したが、利
用者満足度が全般的に高い点については、評価できる。

日野市程久保
多摩動物
六・七丁目、南
公園
平八丁目

【管理状況】
・トキの分散飼育で８羽の繁殖を成功させ、佐渡へ搬出したほか、長年の
トキ保全の貢献が認められ環境大臣から感謝状が授与されるなど、野生生
物の保全活動に顕著な実績を挙げた。
・民間ギャラリーと提携し「オランウータンの絵画展」を開催するなど、
野生生物に関する教育普及啓発活動に積極的に取り組んだ。
【事業効果】
・開園50周年記念の様々なイベントを実施したほか、鉄道会社と連携した
優良 貸切直通電車の運行、おすすめコースの設定など、利用促進の取組を十分
に行い、入園者数増加につなげた。
・アジアの沼地において、通り抜け式のバードゲージや、水中観察式のカワ
ウソ展示など、動物の行動を引き出す展示を実施した。
・飼育担当者が来園者と「フィールドにつながる動物園」をテーマに語り
合う「サイエンズーカフェ」を実施するなど、飼育担当者が積極的に教育
普及活動に参画した。
・入園者数を増加（H19年度：999千人→H20年度：1,073千人）させるとと
もに、利用者満足度も全般的に高く、評価できる。

葛西臨海 江戸川区臨海町
水族園
六丁目

【管理状況】
・照明、空調機のファンベルト及び誘導灯などの設備について省エネ型へ変
換を行ったほか、剪定枝の全量リサイクルを行うなど、良好な管理を行っ
た。
【事業効果】
良好
・飼育係の仕事を紹介する企画展を実施するなど、飼育担当者が水族園や展
示動物に関する教育普及活動に積極的に参画した。
・トビハゼの国内初繁殖やマグロ類の産卵を促すための環境を確立するな
ど、繁殖技術の向上に実績を挙げた。
・利用者満足度が全般的に高く、評価できる。

井の頭自 武蔵野市御殿山
然文化園 一丁目

【管理状況】
・雇用につながる事業の実施という補正予算の趣旨を踏まえた効果的な執
行を実施した。
【事業効果】
・現場における様々な努力や創意工夫の成果が入園者数の増加（H19年度：
639千人→H20年度：649千人）や利用者満足度の向上に反映しているとみら
優良 れ、高く評価できる。
・干支の牛に関連した展示やイベントなど、日本産動物保全の普及啓発活
動を行った。
・「飼育係のいきものガイド」を開始するなど、飼育担当者が積極的に教
育普及活動に参画する取組を行った。
・水面に浮き巣を作るカイツブリの営巣や産卵の様子が観察できるなど、
工夫を凝らした展示改善を行った。

○ 東京都霊園 （指定管理者：財団法人東京都公園協会
施設名

所在地

総合
評価

指定期間：平成18年4月～平成23年3月）
評価内容

グループ全般

園路や霊園内施設等の定期清掃や迅速な補修、トイレの補修・特別清掃等に
より、快適性の向上等に取り組んだ。
樹木診断に基づく植物管理等、歴史ある都立霊園の課題に対して着実に取り
組んでいることは評価できるが、多磨霊園での事故を教訓として、労務災害
を含む安全確保に精力的に取り組まれたい。

76 青山霊園

港区南青山二・
四丁目

【管理状況】
・本社が作成した「公園サインマニュアル」に基づくサイン改修など美観や
利便性の向上に取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
・海の森資源化センターへの持込みによるせん定枝の全量リサイクルなど、
環境に配慮した取組も行った。
良好
【事業効果】
・霊園に従事するＣＳトレーナーを講師とした霊園独自の研修を初めて実施
し、窓口サービスの向上を図った。
・彼岸時に仮設トイレを設置し、混雑の緩和に努め、利用者サービスの向上
を図った。

台東区谷中七丁
77 谷中霊園 目、上野桜木二
丁目

【管理状況】
・支障木等の処理、利用者ニーズに応える手すり設置など、快適性の向上に
取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
・海の森資源化センターへの持込みによるせん定枝の全量リサイクルなど、
環境に配慮した取組も行った。
【事業効果】
良好 ・職員による年４回の樹木点検に加え、樹木医による高度な樹木診断を実施
し、診断に基づく早期の対応を実施した。
・霊園に従事するＣＳトレーナーを講師とした霊園独自の研修を初めて実施
し、窓口サービスの向上を図った。
・庭園の技法を導入し、花壇や植栽の整備、竹垣、雪吊り、案内看板や誘導
線を設置し、利用者サービス向上を図った。
・彼岸時に仮設トイレを設置し、混雑の緩和に努めた。

豊島区駒込五・
七丁目

【管理状況】
・集中豪雨時の洪水対策として側溝や排水溝等の事前清掃を行うなど、安
全・安心の確保に取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
・海の森資源化センターへの持込みによるせん定枝の全量リサイクルなど、
良好 環境に配慮した取組も行った。
【事業効果】
・地域の様々な意見・要望を踏まえ、地元主催の桜まつりの期間中、管理所
前の桜のライトアップを初めて実施し、好評を得た。
・彼岸時に仮設トイレを設置し、混雑の緩和に努めた。

千葉県松戸市田
中新田、紙敷、
松飛台、河原
塚、日暮

【管理状況】
・本社が作成した「公園サインマニュアル」に基づくサイン改修など美観や
利便性の向上に取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
良好 ・桜まつり、七夕まつり、紅葉まつりを実施し、近隣の方々等多くの来園者
でにぎわった。
・墓参者がいつでも清掃できるよう新規に清掃用具の貸出を実施するなど、
利用者サービスの向上を図った。
・彼岸時に仮設トイレを設置し、混雑の緩和に努めた。

八王子市元八王
八王子霊
子町三丁目、川
園
町

【管理状況】
・８月の集中豪雨で霊園内でのり面崩落があり、都の復旧工事があった
が、３月の大雨により二次災害が予想された際には、使用者への連絡や現
場の応急措置など的確に行い、二次災害を防いだ点が、高く評価できる。
・安全・安心の確保にも努め、芝生墓地特有の火災事故について、啓発や芝
焼きの取組等により減少させるなど、効果をあげた。
優良 【事業効果】
・近隣施設との協働による花壇管理を実施するなど、園内美化に積極的に
取り組んだ。
・霊園に従事するＣＳトレーナーを講師とした霊園独自の研修を始めて実施
し、窓口サービスの向上を図った。
・彼岸時の園内巡回バス運行について、バス運行マニュアルを作成するな
ど、利用者サービスの向上を図った。

78 染井霊園

79 八柱霊園

80

府中市多磨町四
81 多磨霊園 丁目、小金井市
前原町一丁目

【管理状況】
・雨漏り等の点検の際、職員がガラス製の踏み板の箇所を踏んだため、踏み
板が割れ転落し重傷を負う事故が発生し、労働基準監督署から改善措置命令
を受けたが、当該事故のように危険作業とみなされていない全ての作業を対
象としてリスク評価を実施し、リスクを低減させる対策をとるなど改善策を
実施している。
・ゴミの持ち帰りについて、看板掲示や園内放送での呼び掛けや、下げ花置
良好
き場周辺を緑化するなどの取組が効果をあげ、ゴミ排出量を３年前に比べ
40％減少させた。
【事業効果】
・職員による年４回の樹木点検に加え、樹木医による高度な樹木診断を実施
し、診断に基づく早期の対応を実施した。
・近隣高校による落葉清掃のボランティア活動を受け入れるなど、都民協働
に積極的に取り組んだ。

小平市美園町三
丁目、東村山市
萩山町一丁目、
82 小平霊園
五丁目、東久留
米市谷柳窪三丁
目

【管理状況】
・長年懸案だった放置自転車問題について、都・警察署・市との連携開始、
霊園内への駐輪場所の確保など、平成21年度の対策本格実施に向け、道筋を
良好 つけたほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
・小平霊園内の植物を紹介する「みどりマップ」を作成し、霊園のイメージ
アップの向上を図った。

雑司ヶ谷 豊島区南池袋四
霊園
丁目

【管理状況】
・集中豪雨時の洪水対策として側溝や排水溝等の事前清掃を行うなど、安
全・安心の確保に取り組んだほか、事業計画に沿った良好な管理を行った。
・海の森資源化センターへの持込みによるせん定枝の全量リサイクルなど、
環境配慮への取組も行った。
【事業効果】
良好 ・職員による年４回の樹木点検に加え、樹木医による高度な樹木診断を実施
し、診断に基づく早期の対応を実施した。不健全樹木の伐採に当たっては、
老木保全の意識の高い方にも理解が得られるよう、説明会を開催したうえ
で、実施した。
・保管遺骨をデーターベース化し、即時に検索を可能とし、使用者サービス
の向上を図った。
・彼岸時に仮設トイレを設置し、混雑の緩和に努めた。
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○ 瑞江葬儀所 （指定管理者：財団法人東京都公園協会
施設名

84

所在地

江戸川区春江町
瑞江葬儀
三丁目二十六番
所
一号

指定期間：平成18年4月～平成21年3月）

総合
評価

【管理状況】
・海の森資源センターへの持込みによるせん定枝の全量リサイクル等、環境
に配慮した取組を行ったほか、「火葬業務マニュアル」の作成により新規採
用職員等の火葬業務の技能向上に取り組むなど、事業計画に沿った良好な管
理を行った。
良好
【事業効果】
・利用者の立場に立って、車椅子を御利用の方も故人の顔を見てお別れがで
きる棺台車の導入や施設のバリアフリー化推進などに取り組んだ。
・地元町会との意見交換会を開催し、施設や事業内容について地域から理解
が得られるよう努めた。

○ 明治公園・青山公園 （指定管理者：財団法人東京都公園協会
施設名

所在地

新宿区霞ケ丘
85 明治公園 町、渋谷区千駄
木一丁目

評価内容

総合
評価

指定期間：平成20年4月～平成23年3月）
評価内容

【管理状況】
・他公園職員との共同作業で枯損木伐採や低木刈込を行い、園内視界を確保
したり、違法駐車の自動二輪車に対し巡回の都度警告し、違法駐車減少につ
なげるなど、快適な公園づくり、安全・安心な公園づくりに取り組んだほ
か、事業計画に沿った良好な管理を行った。
良好 ・海の森資源化センターへの持込みによるせん定枝の全量リサイクルを行う
など、環境に配慮した取組も行った。
・21年４月に実施されたＩＯＣ評価委員会視察の事前準備を適切に行った。
【事業効果】
・公園を中心に、周辺の施設、飲食店、名所等を盛込んだ地域資源マップを
作成し、関係者に配布するなど、地域一体利用と相乗的ＰＲを図った。

港区六本木七丁
86 青山公園 目、南青山一丁
目

【管理状況】
・樹木についての要望への迅速かつ丁寧な対応や、夜間パトロールを実施に
よる不点灯等への迅速な対応等、快適な公園づくりに取り組んだほか、事業
計画に沿った良好な管理を行った。
・海の森資源化センターへの持込みによるせん定枝の全量リサイクルを行う
良好 など、環境に配慮した取組も行った。
【事業効果】
・公園を中心に、周辺の施設、飲食店、名所等を盛込んだ地域資源マップを
作成し、関係者に配布するなど、地域一体利用と相乗的ＰＲを図った。
・都や警察との連携によりイベント時の違法屋台等、不適正利用対策を適切
に行った。

○ 大神山公園 （指定管理者：財団法人東京都公園協会
施設名

87

所在地

大神山公
小笠原村父島
園

総合
評価

88

所在地

横網町公 墨田区横網二丁
園
目

評価内容

【管理状況】
・雇用につながる事業の実施という補正予算の趣旨を踏まえた、効果的な執
行を実施したほか、きめ細やかなトイレ清掃など、快適な公園づくりを行
い、事業計画に沿った良好な管理を行った。
【事業効果】
良好 ・固有植物の植栽に取り組み、ＨＰ等で紹介するなど、教育普及活動に努め
た。
・世界自然遺産登録に向け、外来種の駆除のほか、小笠原の固有植物を中心
に自然のすばらしさを紹介する講座を実施するなど積極的に取り組んだ。
・ＮＰＯ法人小笠原野生生物研究会と自然環境調査の委託を締結し、固有植
物の検討を実施した。

○ 横網町公園 （指定管理者：財団法人東京都慰霊協会
施設名

指定期間：平成20年4月～平成23年3月）

総合
評価

指定期間：平成20年4月～平成23年3月）
評価内容

【管理状況】
・雇用につながる事業の実施という補正予算の趣旨を踏まえた効果的な執行
を実施した。
・池、流れの管理について、年１回の底さらいのほか、定期的な清掃を実施
し、例年発生していたアオミドロを防止したが、公園全体の良好な管理に向
け、工夫されたい。
良好 【事業効果】
・老朽化した園内の案内板、制札板等を整備したほか、復興記念館展示室の
一部配置替えを行った。
【課題】
・本公園の管理運営にあたっては、公園の特色を明確にしたほうがよいと思
われる。公園の歴史や、震災・戦災のメモリアルパークという特色を踏まえ
た公園管理、事業展開について検討・実施されたい。

※「優良」…管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設
「良好」…管理運営が良好であった施設
「一部良好でない」…一部において良好ではない点が認められた施設

