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■鏡伝池緑地（市民の森） 指定管理者管理運営評価表（令和３年度実績） 

 

公の施設の名称等 

名 称 鏡伝池緑地（市民の森） 

業務内容 

一般管理業務、施設管理業務、特殊植物管理業務、施設運
営業務、広報 PR 情報収集業務、建築設備等保守管理業
務、保安警備業務、市・関係機関等との連携業務、その他
必要な管理運営業務 

所在地 枚方市楠葉丘 2 丁目 10－1 

設置目的 

「都市緑化植物園」として整備し、植物、水辺などの自然的要素を活用

して花や緑に関する情報の普及を図り、花やみどりに触れ合う市民相互

の交流の場を提供することにより、まちの中において緑化意識の高揚や

緑化知識を促進することを目的とする。 

指定管理者 公の施設の所管部署 指定管理期間 

名 称 京阪ひらかたみどりグループ 

代表団体名：京阪園芸株式会社 
土木部 みち・みどり室 

工事委託課 

平成 29年 4月 1日から令和 4年 3月 31日 

（2017年 4月 1日から 2022年 3月 31日） 
所在地 枚方市伊加賀寿町 1 番 5 号 

 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

【施設の経営方針に関する事項】 

①施設の現状に対する考え方及び将来展望 

緑地の設置目

的等を踏まえ

た現状認識並

びに今後の方

向性が明確に

提案されてい

る 

鏡伝池緑地は、設備の老朽化や

植栽の経年による状態不良などの

問題はあるが、水と緑と生物との

調和のとれた緑地として市民に利

用されている。みどりの基本計画

に基づき、「みどり」を枚方市に

発信する場として緑みどりを推進

していく人材を育成し、さらなる

緑の拠点として発展させる。従来

の事業継承に加えて、新しく年 2

回の緑化フェアの開催や、まちの

緑化ボランティア・緑化関係者育

新型コロナウイルスの影響に伴い、4 月 25

日から 6 月 20 日に緊急事態宣言が発令されて

いたため、4 月から 6 月の講習会及び花しょう

ぶ展、春の緑化フェアが開催出来なかった。7

月以降は講習会の参加人数の制限などはありな

がらも、徐々に各種イベントを再開することが

出来た。 

花壇の植替えボランティアについては、新型

コロナ感染拡大を懸念し、今年度も開催を中止

した。 

昨年度に引き続き、資料室は閉鎖していたた

め、電話や園内にて緑の相談を受け付けた。 

3 

新型コロナウイルス感染症対策により、

4月～6月の各種イベントの中止を余儀な

くされたが、7月以降は事業計画に基づい

て季節に応じたイベントが実施されてい

た。 

 資料室は閉鎖されていたものの、電話で

の緑化相談等のコロナ禍での利用者サービ

ス維持の取組が行われていた。 

  

 樹木医による計画的な樹木管理により、

年間を通じて園内は良好な状態で保たれて

いた。 

3 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

成を目的とした講座を開設する。

イベントは市民団体等との協働で

実施する。 

樹木医に園内高中木を診てもらい、相談の上

強剪定、弱剪定、伐採する樹木を決めた上、大

規模剪定を行った。その他、枯れ枝や支障木が

発生した際は適宜剪定を行った。環境により生

育不良となっていた樹木(低木含む)は生育に適

した場所へ移植を行った。 

②施設運営に関する計画 

特殊植物の育

成 管 理 を 含

め、緑地を良

好かつ十分に

管理運営でき

る業務実施体

制について提

案されている 

業務実施体制は、所長を中心に

1 級造園施工管理技士や 2 級造園

施工管理技士の資格をもつ園芸技

術員・花と緑の相談員等を擁し

て、充実した管理体制で行う。 

相談員には樹木医、1 級造園施工管理技士、

公園管理運営士等を配置し、植栽管理の改善計

画や実務、相談対応など充実した管理体制を整

えた。 

特殊植物管理(ハナショウブ、スイレン、日本

サクラソウ)については長年従事し、精通してい

るスタッフの指導のもと管理を行い、管理育成

を通じて他のスタッフへ技術を継承するよう努

めた。 

園内の樹木、園芸植物については樹木医など

相談員のアドバイスを受けながら適宜剪定、移

植、施肥、土壌改良等の管理を行った。 

4 

有資格者など園内の植物や緑地の管理運

営をするためのスタッフが充実しており、

良好な緑地管理を行っている。 

 

スタッフの技術や知識の習得について

は、特殊植物管理以外にも、都市緑化植物

園としての機能・役割についての技術継承

を、引き続き期待する。 

4 

新たな緑化推

進 業 務 と し

て、展示会や

講習会、緑化

相談などの充

実を図ること

が提案されて

いる 

まちの緑化ボランティア･緑化

関係者育成を目的としたガーデン

セミナー養成講座を開設する。講

習会は年 8 回。内訳は、寄せ植え

講習会 2 回、松竹梅寄せ植え講習

会 1 回、庭園づくり入門講習会 2

回、みどりとふれあう（樹名札作

成）講習会 2 回、緑化技術講習会

（土壌改良について等）1 回。緑

化相談は相談日、相談員、時間等

をホームページ、掲示板等で来園

者に伝える。 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態

宣言の発令により、4 月から 6 月 20 日までに

開催予定であった講習会、展示会は全て中止し

た。 

 講習会については、6 月 20 日以降は参加者

数を新型コロナウイルス流行前より制限しなが

らも予定通り開催出来た。また、枚方市や老人

会などの外部からの依頼講習も行った。令和 3

年度としては計 24 回(複数回講習を行ったもの

は 1 回とカウント)、延べ 251 名の方にご参加

いただいた(グループ参加の講習会は 1 グルー

プ 1 名とカウント)。詳細は以下の通り 

コケ玉作り(16 名)、ミニ観葉植物寄せ植え(15

4 

新型コロナウイルスの影響がある中で、

講習会は計 24 回と計画を大きく上回り、

季節に応じた多種多様な講習会が実施され

た。なかでも緑地の中核であるハナショウ

ブに関する講習会は、複数回行われ、水

生・湿地特性を活かした内容が伺え、今後

も特殊植物管理の専門的な技術・知識が広

まることを期待する。 

展示会については、コロナ禍の影響より

一部中止を余儀なくされたが、可能な限り

の実施がなされていた。 

4 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

名)、枚方市主催花菖蒲講習(9 名)、年間花菖蒲

講習(9 名)、楠葉野田老人会花菖蒲講習(8 名)、

葉脈標本(9 組)、子ども木工教室(11 組)、案山

子作り(4 組)、親子折り紙教室(9 組)、バラセミ

ナー(夏)(13 名)、親子ハンギング寄せ植え(9

組)、クリスマスリース作り(14 名)、クリスマス

ワークショップ(13 組)、お正月寄せ植え(15

名)、松竹梅寄せ植え(10 名)、しめ縄作り(10

組)、樹名板作り(7 組)、鳥の巣箱作り(4 組)、折

り紙教室(6 組)、バラセミナー(冬)(9 名)、竹細

工(12 組)、アロマワックスバー(13 名)、流木

アート(11 名)、樹木医ガイドツアー(15 名) 

展示会については、市民団体との共催展示や

一般の方の寄付・ご協力のもとで展示を開催し

たものも含め計 11 回開催した。緊急事態宣言

期間に開催予定であった春の山野草展及び花

しょうぶ展は中止、鯉のぼり展については室内

展示を開催中止した。例年開催していたエビネ

展及びカトレア展については愛好者の高齢化に

伴い作品が集まらないことから中止とし、代わ

りに椿愛好者にご協力いただき新たに椿展を開

催した。詳細は以下の通り 

日本サクラソウ展、鯉のぼり展示、七夕装飾、

案山子(アマセミ)展示、ハロウィン展示、菊花

展、秋の山野草展、クリスマス装飾、お正月展

示(干支飾り、門松含む)、椿展、ひな人形展示 

 緑化相談については、相談担当者や受付時

間、よくある相談内容をホームページに記載、

掲示板に掲示し、利用者にわかりやすい情報発

信を行った。 

緑地の特性を

活かした魅力

従来の事業継承に加えて、新し

く年 2 回の緑化フェアの開催を提

春の緑化フェアは緊急事態宣言発令に伴い中

止とし、秋の緑化フェアのみ開催した。菊やバ
3 

秋の緑化フェアに合わせて、物販が行わ

れ、フェア以外でも季節に応じた花苗等の
2 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

アップについ

て、花と緑の

イベントなど

利用者サービ

スを維持・向

上させる提案

がされている 

案する。フェアに合わせた物販の

実施、常設展示の充実、ホーム

ページ等による情報発信やベンチ

の整備、見本園の展示内容の見直

し、園内の車いす対応改修、池の

水質改善、バラの小道の設置など

行う。 

ラの見頃の時期に合わせて開催し、花苗、バラ

苗、資材などの販売を行った。 

車いすの老朽化に伴い、使用しにくいという

意見をいただいたので、協議の上、枚方みどり

の NPO より新たな車いすを寄付いただいた。

既存の車いすは捨てずに緊急時用に保管してお

く。 

緑地の特性を活かすべく、アジサイを多く植

栽している園内南側をあじさい通りとし、移植

及び補植、通路の設置を行った。また、見本園

内で目立ちにくかった常緑ドウダンツツジを移

植し、多年草ゾーンを増設した。 

物販が行われ、利用者サービス向上の取組

が行われたが、事務手続きについて一部不

備があったため、改善を求める。 

利用者ニーズに合わせ、車いすの新調を

行い、サービス向上に努めているのが伺え

た。 

見本園の見直しも必要に応じて実施され

ていた。 

利用者サービ

ス向上の観点

から、花・み

どりの販売、

臨時的な物販

など自主事業

が提案されて

いる 

春の緑化フェア開催 

岡東中央公園の都市緑化フェア

の前後に園芸関係（花苗、野菜

苗、観葉植物、園芸資材等）の販

売、花苗無料配布等を行う。 

秋の緑化フェア開催 

枚方市主催の菊花展と連携しコ

ミュニティゾーンにおいて、園芸

関係（花苗、果樹苗、観葉植物、

園芸資材等）の販売、花苗無料配

布等を行う。 

秋の緑化フェアを開催し、花苗及び資材の販

売を行った。 

各種展示会に合わせ、日本サクラソウやハナ

ショウブの苗の販売等を行った。その他、花壇

植替え時に処分してしまうことになる花を切り

花にし、随時販売した。 3 

コロナ禍より春の緑化フェアは中止と

なったが、秋は事業計画通り実施された。 

 自主事業である花苗販売等の収入は、前

年度から大幅に上昇しているものの、自主

事業における事務手続きについて一部不備

があったことから、今後の改善が望まれ

る。 

2 

緑地の利用促

進及び都市緑

化の普及に繋

がる広報 PR 活

動及び緑の資

料室の活用に

ついて提案さ

れている 

常設展示として、まちの緑化に

役立つ技術展示、緑化活動情報、

花と緑に関する展示、みどりのボ

ランティア活動、みどりの地域づ

くり活動等の情報を集め展示す

る。 

新たに鏡伝池緑地ホームページ

を立ち上げる。緑地内の開花状

況、イベント、講習会、展示会、

ホームページの他、Facebook、Instagram、

Twitter などの SNS を活用して、各イベント情

報や見頃の花を随時更新した。 

新型コロナウイルスの影響により、今年度は

市民の森だよりの発行を停止した。 

「市民の森」のパンフレットを事務所前に設

置している。 

NHK 出版の「趣味の園芸」及びタキイ種苗

出版「はなとやさい」を定期購読した。 

3 

市民の森だよりの年４回発行については、

コロナ禍の影響によるイベント中止等から

各種情報手法を見直し、様々な SNSを活用

した PR活動が行われていた。フォロワー

数も増加傾向にあり、引き続き同取組に期

待する。 

3 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

みどりの相談、常設展示内容、図

書情報など、時期を逃すことなく

最新の情報を提供する。また、関

連施設とのリンクも充実させる。 

広報チラシ｢市民の森だより｣を

年４回発行する。内容は、開花情

報、イベント、講習会、展示会、

みどりの相談、常設展示内容、図

書情報等を掲載する。発行部数は

各回 1,000 部。 

｢市民の森｣ガイドブックの制

作、発行を実施する。 

緑の資料室の活用 

現在ある書籍、資料を確認し不

足している分野のものは補充を検

討する。また、現在よく読まれて

いる月刊誌、必要と思われる書籍

等の新しい書籍の購入を検討して

いく。枚方市内の市営図書館にあ

る園芸関係の書籍を確認し、来園

者が希望すれば伝えられるシステ

ムを構築する。 

みどりに関わ

る市民団体や

他の都市緑化

植物園との事

業連携につい

て、提案され

ている 

イベントは市民団体等との協働

で実施する。 

他の緑の相談コーナーがある施

設と情報の交換を行い、本施設の

緑化推進の向上に努める。 

市民団体との共催展示会(枚方山草会主催の山野

草展)を 1 回、椿愛好家にご協力いただいた展

示会を 1 回、市民の方にご寄付いただいた鯉の

ぼりやひな人形の展示会を 2 回実施した。令和

3 年度の緑化相談件数は 292 件であった。 

関西地区花と緑の相談所連絡会議は新型コロナ

ウイルスの影響により令和 3 年度は全て開催中

止となった。 

3 

例年開催していたエビネ展及びカトレア

展が愛好者の高齢化から開催不可能となっ

たため、代替展示会について、調整・検討

し、実施可能な事業が行われた。 

3 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

利用者に対す

る接遇対応向

上について、

提案されてい

る 

職員はユニフォーム、現場従事

者はグループ名の入ったベストを

着用する。 

全従事者は写真入り名札（ひら

がな明記）を付け、身分証明書を

携帯する。 

利用者に対して園内での挨拶を積極的に行

い、コミュニケーションを図ることで、質問や

要望、小さな苦情も言っていただきやすいよう

配慮した。 

職員は統一のユニフォームを着用した。 

4 

活動の成果もあり、市民が気軽にコミュ

ニケーションを図れているのが確認でき

た。 
3 

利用者が安全

に利用できる

よう緑地で発

生するトラブ

ルへの対応方

法等について

提案されてい

る 

日常の管理業務や園内巡回のなか

でトラブルが発生しやすい箇所等

を把握するなど、全スタッフがト

ラブルの危険性を常に考えて行動

し、利用者の立場にあった安全対

策を講じる。苦情は利用者の声と

して受け止め、小さな苦情を把握

して迅速に対応することでトラブ

ルに発展することを防止する。 

園内巡回中に、落枝や危険木の確認し、必要

に応じて剪定、伐採、伐根を行い公園利用者の

安全確保に努めた。 

園路の落葉は転倒される危険性が発生するの

で、こまめに清掃を行った。 

ハチの発生時期は低木や生垣をこまめに

チェックし、巣が出来ていないかの確認、発見

した場合は迅速な駆除を行った。 

苦情に関しては対応できる内容であれば即日

対応し、すべての内容に関して、その対応策と

ともにスタッフ間で共有し、情報を周知した。

指定管理者だけで判断及び対応出来かねる内容

については枚方市に報告し、判断を仰いだ。 

園路や縁石の損傷、不陸等を確認し随時対応

した。 

感染症防止対策として、マスクの着用をお願

いし、利用者が安全に公園を利用していただけ

るよう対策を講じた。 

4 

1年を通して、大きな事故やトラブルはな

く、巡回や看板掲示等で園内は適切に管理

されていた。 

3 

利用者等の安

全・秩序維持

のための適切

な対応方法に

ついて提案さ

れている 

安全面の強化のため、監視カメラ

による監視体制、緑地スタッフに

よる巡視の際に危険箇所の早期発

見、緑地内での注意喚起、来園者

の案内等を行い、充実した施設運

用に努める。 

監視カメラによる監視体制をとり、カメラの

撮影に支障の出る枝は剪定を行った。 

スタッフの名札着用、グループ名の入った制

服の着用を義務付け、利用者に対して園内での

挨拶や気配り等で常に園路や施設が安全・快適

にご利用いただけるよう園内巡回を行った。 

枝や雑草が支障となり、出入口やトイレ周辺

の見通しが悪くなっている箇所を早期発見し、

4 

事業計画に基づいた安全・秩序維持の取

組とスタッフによる積極的な声掛けが実施

された。 

3 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

剪定や除草を行うことで安全確保を図った。 

園内のルールに関して、必要に応じ掲示を行

い周知するとともに、ルール違反を見かけた場

合はすぐさま声掛けを行い当公園のルールを理

解していただいた上で遵守していただいた。 

指定管理者だけでは対応困難なトラブルに関

しては、枚方市との協議により対応した。 

コロナウイルス感染防止においては、枚方市

と連携し、ルールの統一を徹底した。 

市民サービス

の向上及び利

用者の利便性

の向上の観点

から計画的な

セルフモニタ

リング及び利

用者等に対す

るアンケート

の実施につい

て、提案され

ている 

アンケート、利用実態調査など

により利用者意見を把握し、意見

を生かした施設の改修や緑地利用

状況の提供等を行う。アンケート

は常設及びイベント時に実施し、

回答・提案についての対応は掲示

板等で公表する。 

苦情・要望については、早急に対応できるも

のは出勤スタッフで対応策を考え、2 日～3 日

中に解決したうえで、内容を全スタッフで共有

し、情報を周知した。解決に時間の必要な案件

であった場合は、スタッフ間で問題を共有、対

策について協議し、解決に努めた。 

アンケートに関しては、各展示会及び講習会

時に実施し、結果はまとめて全スタッフへ共

有、公園運営に反映させた。11 月以降のアン

ケートには、枚方市からの依頼により開園時間

についての項目を加え、来園者の意向を集約し

た。 

3 

事業計画通り、アンケート調査による利

用者ニーズの把握がなされていた。 

今後は調査結果を活かしたサービスの提

案に期待したい。 

3 

【施設の管理に関する事項】 

①植物管理 

特殊植物（花

しょうぶ、ス

イレン等）の

育成管理を計

画的かつ実践

的に実施する

こ と に つ い

て、提案がさ

特殊植物の管理については、管

理経験者の指示により従来の管理

方法を踏襲し、年間管理計画書を

作成して適切に管理を行う。他の

花菖蒲園との連携を行う。 

花しょうぶ、スイレン、日本さくら草の年間

育成管理計画を作成し、適正に管理を行った。

必要に応じて施肥や手引き除草等も行った。 

花菖蒲園に関しては、昨年度に引き続き、劣

化の進んでいる擬木枠組みの改修を行った。新

規枠組みはコンクリートで作製し、設置。ま

た、枠組みの取り換えと同時に土壌改良及びハ

ナショウブの植替えを行った。 

4 

年間を通して特殊植物の良好な管理が実

施されており、見栄えする美しさであっ

た。 

 
4 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

れている 

花壇管理及び

花苗育成を計

画的に実施す

ることについ

て、提案され

ている 

花壇管理・花苗育成の年間管理

計画書を作成し、それに基づき管

理を行い、花壇管理記録も作成す

る。花壇の植替えは年 4 回、衰退

した箇所はその都度補植する。花

苗育成管理として 10,000 株の花

苗を育成する。 

年間育成管理計画を作成し、適正に管理を

行った。また、必要に応じて手引き除草等を

行った。花壇の植替え時にまだ見頃を過ぎてい

ない品種があれば、その部分だけ残しておき、

見頃を過ぎてから補植を行うようにした。花壇

の植替え用に 97 品種約 5,000 ポットの播種、

育成を行った。 

 トリムの森周辺において、立ち入りしてほし

くいエリア(住宅側)に子供が度々入っていたた

め、新たな花壇を設け立ち入りにくいようにし

た。花壇新設と同時に、住宅への目隠しとして

ツバキ及びキンモクセイなどを移植した。移植

木は園内で環境により生育不良となっていたも

のを移動した。 

立体花壇を作成、設置し、季節に合わせて植

物やデザインを入れ替えた。 

 廃棄予定だったプランターや丸太などを譲り

受け、園内装飾やベンチに再利用した。プラン

ターについては、立ち入り規制したい場所に設

置することで、来園者の方に威圧感を与えるこ

となく立入を抑制することが出来た。 

  

4 

計画に基づき、適切な花壇管理が実施さ

れ、利用者サービスの向上に努められてい

る事が伺えた。 

3 

②施設管理 

関係法令及び

本市条例・規

則を遵守し、

緑地の設置目

的に沿った管

理計画が提案

されている 

 

「枚方市都市公園条例」「枚方市

都市公園条例施行規則」等関連法

令を遵守し、また「枚方市みどり

の基本計画」に基づき、鏡伝池緑

地の設置目的に添った管理運営に

取り組む。 

関連法令を遵守し、鏡伝池緑地の設置目的に

添った管理運営を行った。 

 

  3 

概ね適切な管理運営が実施されたが、占用

許可や設置許可などの事務手続きについて

一部不備があったため、改善を求める。 

 

 
2 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

建築設備全般

に係る点検・

保守を適切に

実施し、機能

保全・利用者

への安全、快

適な環境が提

案されている 

管理棟・便所などの建物の劣化や

不具合箇所の早期発見・未然防止

のため計画を立てて点検・保守管

理を行う。 

事業計画書に沿って、巡回時の日常点検、遊

具の定期的な簡易点検、台風などの災害時の臨

時点検等を行い、軽微な修繕や保守管理を行っ

た。スタッフでは修繕が困難な不具合や劣化箇

所については、連絡会議等で枚方市と共有し、

補修に向けて計画を立てた。 

管理棟の設備(空調設備、自動扉など)は定期

的に点検を実施し、適切に保全されている。 

 

3 

事業計画通り、不具合の早期発見・未然

防止に努めており、修繕が困難な場合はそ

の都度、本市と協議を行っていた。 

一方で、令和２年度の修繕費について不

用額の精算が未処理となっていたため、改

善を指示するとともに精算処理を行った。 

1 

緑地で生じた

廃棄物の適切

な一時保管、

搬出、処理の

提案がされて

いる 

廃棄物の運搬、処理については廃

棄物処理の各法令に従って処分の

手配を行う。 

園内で発生した落葉の一部は発酵

させて腐葉土にして、園内の植栽

管理に再利用する。 

緑地で発生した廃棄物は適切に処理を行っ

た。また、園内に堆肥置き場を設置し、落葉を

発酵させて腐葉土として植栽管理に再利用する

など、廃棄物の減量にも取り組んだ。詳細は以

下の通り 

剪定枝：3 号緑地 

草ゴミ：園内(腐葉土として再利用)、 

京阪園芸処分場所 

その他一般ごみ：京阪園芸処分場所 

3 

適切に管理運営を行っている。 

3 

備品管理に当

たり、管理簿

の整備並びに

責任所在につ

いて提案され

ている 

備品管理は管理台帳で管理し、紛

失・破損の場合は枚方市に報告、

協議し指定管理者で補充する。 

適切に管理を行い、必要に応じて補充した。 

3 

適切に管理運営を行っている。 

3 

環境に配慮し

た管理運営を

目指し、ごみ

の削減、省エ

ネルギー等具

体的に提案さ

れている 

環境配慮のため、施設内の室温管

理や剪定枝の再利用を行う。緑地

内のごみ箱について、リサイクル

の意識を高めるように管理棟近く

に分別ごみ箱設置、また腐食の進

んだ固定式のゴミ箱は撤去し、ゴ

ミの持ち帰りを促進する看板を設

置してゴミ持ち帰りを利用者に呼

施設内の適切な室温管理を行った。剪定枝は

講習会で使用する、花壇植替え時に切り取られ

た花はドライフラワーにするなど再利用に取り

組んだ。分別ごみ箱を設置し、腐食した固定ゴ

ミ箱は花苗を植え付けて、花壇として再利用し

た。ゴミ処理については適切に対応し、公園環

境の美化に努めた。 

3 

適切に管理運営を行っている。 

3 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

びかけることを枚方市と協議す

る。 

校正採用への

対応として、

大阪府校正採

用選考人権啓

発推進員設置

要綱、又は大

阪労働局校正

採用選考人権

啓推進員設置

要 綱 に 基 づ

き、「公正採

用選考人権啓

発推進員」を

設置している 

 

公正採用選考人権啓発推進員は副

総括責任者とし、後日、公正採用

選考人権啓発推進員対象の研修を

受講します。 

公正採用選考人権啓発推進員を副総括責任者

とした。公正採用選考人権啓発推進員対象の研

修を受講予定である。 

2 

公正採用選考人権啓発推進員を定めている

が、研修の受講ができていない。 

2 

障害者法定雇

用率が達成さ

れている（申

請段階で未達

成の場合は、

緑地における

雇 用 を は じ

め、雇用率が

達成できるよ

う提案されて

いる） 

障害者雇用法定率について、代表

企業は令和 3 年 6 月時点で達成し

ており、緑地の日常業務におい

て、雇用が可能な業務については

雇用環境が整い次第、福祉関係機

関と連携しながら積極的な雇用を

推進する。 

新型コロナウイルスの影響により、支援学校

の職場実習の依頼がなかった。 

2 

今後の雇用に向けた取り組みに期待する。 

2 

業務に従事す

るものが、人

権について正

し い 認 識 を

スタッフ教育でマナー教育、人権

教育、安全管理教育、専門知識の

教育、環境研修等を実施予定であ

る。 

人権問題に関する資料の配布や、市からの人

権に関する通達の周知など、スタッフ全員の人

権への理解を深めるために教育を行った。外部

研修に参加する形ではなく、人権に関する情報

3 

今後の人権問題をはじめ、各種研修に関

する取組手法について再検討し、事業計画

通り実施することを期待する。 
2 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

持って業務を

遂行できるよ

う、人権研修

について、提

案されている 

なマナーについての資料を配布または供覧する

などの内部研修を行った。 

男女雇用機会

均等法に基づ

く セ ク シ ャ

ル・ハラスメ

ント防止対策

について提案

されている 

京阪園芸の就業規則では、育児・

介護休業等に関する規程がありま

す。またセクシャル・ハラスメン

ト防止のため相談窓口を設けてお

り、これに準じた対応を緑地ス

タッフについても行えるよう体制

を整えます。 

全てのスタッフが安心して業務に従事できるよ

う職場環境を整えるため、セクシャル・ハラス

メントの防止措置として代表企業の就業規則な

どに準じて方策を講じている。 

3 

計画通りの取り組みが実施されている。 

3 

【情報公開及び個人情報保護の措置に関する事項】 

枚方市情報公

開条例の目的

等を踏まえ、

管理運営事業

で保有する情

報の公開に関

する対応が明

確に示されて

いる 

管理運営に係る情報公開請求が

あった場合、情報公開内容につい

ては個人情報保護法関連五法を遵

守し、「枚方市情報公開条例」に

基づき情報公開する。判断が難し

いものについては枚方市と協議し

適正に対応する。 

令和 3 年度も情報公開請求はなかったが、今

後も管理運営にかかわる情報公開請求があった

場合、情報公開の内容については個人情報保護

法関連五法を遵守し、「枚方市情報公開条例」

に基づいて情報公開を行う。判断が難しいもの

については枚方市と協議の上、適正に対応す

る。 

3 

計画通りの取り組みが実施されている。 

3 

枚方市個人情

報保護条例の

目的等を踏ま

え、個人情報

の保護に関す

る必要な措置

について明確

に示されてい

る 

個人情報保護について、方針の制

定及び管理体制の確立を図ると共

に、個人情報保護方針を定め、各

責任者及び従業員に周知し、この

方針に従い個人情報の適切な保護

に努める。 

3 月 30 日に京阪園芸内にて個人情報保護法

に関する Web セミナーが開催され、2 名参加

のち情報を共有することで、職員への研修及び

個人情報への問い合わせに対応する体制を整え

た。令和 3 年度の個人情報への問い合わせはな

かった。  

3 

個人情報の適切な管理運営を行ってい

る。 

3 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

【緊急時における対策に関する事項】 

緊 急 時 ・ 防

犯・防災対策

の危機管理マ

ニュアル作成

等が提案され

ている 

危機管理マニュアルの作成を行

い、事故発生など非常事態や、地

震、風水被害が発生した際、ス

タッフが迅速に行動できるように

する。 

日常における危機の予知・予防を行う「平常

時の危機管理」と、事故または自然災害などの

発生時における緊急対応を行う「緊急時の対

応」と緊急対応後の事故対応を行う「危機収束

後の対応」の 3 つを柱とする「枚方市民の森

(鏡伝池緑地)公園危機管理マニュアル」の内容

確認、スタッフ間での周知徹底を行った。 

4 

火災発生時に備え、消防訓練を行ってい

る。今後は、来園者も含め避難誘導などの

取り組みの検討を求める。 

3 

緑地の有する

防災機能を踏

まえ、緊急事

態発生時又は

発生が予測さ

れる場合にお

ける常時連絡

可能な体制・

方策が提案さ

れている 

危機管理体制に基づいた緊急連絡

網を事務所内や構成企業に備え付

けるとともにスタッフ全員に配布

してスムーズな連絡体制を構築す

る。 

「枚方市民の森(鏡伝池緑地)公園危機管理マ

ニュアル」より、事故、火災などの非常事態が

発生した場合は、緊急連絡網及び緊急出動体制

に従って対応することとし、緊急時連絡網を事

務所内や構成企業に備え付けると共に、スタッ

フ全員に配布してスムーズな連絡体制を構築し

た。 

4 

適切に管理運営を行っている 

3 

構成員間（本

支 社 間 含

む）、市との

間におけるリ

スク分担に対

する考え方が

明 確 に 示 さ

れ、かつ考え

方に対応した

分 担 内 容 と

なっている 

枚方市鏡伝池緑地（市民の森）指

定管理者募集要項の別表 2 リス

ク分担表に記載されている責任区

分に基づき、指定管理者としての

リスクの責任を負う。グループ内

のリスク分担については、内容に

よってグループ内で協議の上、適

正に対応する。どちらがそのリス

クを負うのかはっきりしないもの

に関しては、枚方市と協議の上、

柔軟に対応する。 

募集要項及び業計画に基づき、リスクの責任

を負うこととする。分担が不明な場合は市と別

途協議する。グループ内のリスク分担につい

て、内容によってグループ内で協議の上、適正

に対応する。 

4 

適切に管理運営を行っている 

3 
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評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

  

一次評価（指定管理者による評価） 平均点 3.3 二次評価(市による評価) 平均点 2.8 

 

 

一次評価者 

（指定管理者） 

所見 

 4 月から 6 月に緊急事態宣言が発令されたことにより、その期間の展示会及び講習会の開催中止、駐車

場・会議室の利用停止などがあり来園者の方々にご不便をおかけすることがありましたが、大きな混乱は

なく緊急事態宣言中も運営することが出来ました。 

 

【成果】 

・花壇の新設 

  トリムの森周辺で住宅側など入ってほしくない場所に子供たちが度々侵入していたため、周辺に花壇

を設け、侵入しにくいようにしました。また、中木(ツバキ、キンモクセイ)を移植することで物理的に

も目隠しとなるように配慮しました。まだ苗が小さいため時折花壇と気付かれずに踏み込まれているこ

とはありますが、生長した際には侵入防止効果を担えると期待しています。 

 

・あじさい通り 

屋外トイレからトリムの森に向けての南側通路にてアジサイを植栽していますが、品種や植え方がバ

ラバラで鑑賞し辛かったため、移植及び補植を行うと同時に通路を設け、アジサイを観賞しやすいよう

に整備しました。開花が楽しみだとのお声を多数いただいており、注目していただけていることを実感

しております。 

 

・アマセミ及び干支の置物 

 昨年度設置し好評であったアマビエを進化させ、アマビエと鏡伝池の名物でもあるカワセミを掛け合

わせ、アマセミという新たな妖怪を創出し、設置しました。また、今年の干支である寅を巨大な張り子

で作製し、設置したことで市民の森の目玉の一つとなっております。様々なオブジェを作製すること

で、ひらつー等の各種 SNS で取り上げていただいたので、PR としては良かったかな、と思います。 

 

・椿展 

 例年開催していたエビネ展やカトレア展ですが、愛好家の方々の高齢化に伴い、出展鉢数が年々少な

くなっていて、展示会と称するほどの数が揃わなくなったことから 2 つの展示会は開催中止することと
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なりました。エビネ展、カトレア展がなくなってしまうと純粋な植物の展示会がなくなってしまうた

め、色んなところを当たり、枚方市内の杉・五兵衛さんの育成されている大型の椿の鉢を展示させてい

ただくことになりました。アンケートでも好評であったことから、来年度以降も開催を続けられるよう

ご協力をお願いしようと思います。 

 

 

・楠葉中学校 SDG’s 

 昨年度に引き続き、今年も楠葉中学校の 1 年生の総合学習のテーマに市民の森を取り上げていただき

ました。4 つの課題を設定し、各テーマに合わせて水質調査や樹名板作りなどを行っていただきまし

た。成果物に関しては、令和 4 年度の鯉のぼり展の一角に楠葉中学校 SDG’s のコーナーを設け、一般

の方々にもご覧いただけるようにいたします。中学生の着眼点は私たちスタッフ(大人)では気付かない

ところもあり、勉強になったので、今後も総合学習のテーマに取り上げていただけるのであれば協力し

ていきたいです。 

 

 

 

【課題】 

・園内の老朽化 

 園路舗装が凸凹していて歩きづらい、やトイレの水が流れないなど園内全体の老朽化に伴い不備が出

て来園者の方々にご不便をおかけしているので、優先順位を決め、計画的に修繕を行っていきたいと考

えております。また、枚方市へ適宜報告、相談を行い、問題個所をなるべく減らしていけるよう協議し

ます。 
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総合評価 

二次評価者（施
設所管部署）所
見 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントの中止を余儀なくされた中で、事業計画

を上回るイベントの実施や、事業計画に基づいた園内の管理を行っており、大きなトラブルや

事故等なかったことから、年間を通して適切な管理運営に努めていた。 

イベントについては、四季に応じた多種多様なイベントを実施しており、多世代が飽きるこ

となく楽しめるように工夫がなされていた。 

 来園者数は 61,867 人となり、前年度比で 3,000 人程度減少したが、指定管理期間の過去 5

年平均の 55,937 人を大幅に上回っており、継続した良好な管理運営が利用者サービスの向上

に繋がり、コロナ禍であるにもかかわらず、高水準の来園者数を維持することができた点は評

価できる。 

 有料施設の利用件数は、211 件と前年度の 95 件からは大幅に増加しており、コロナ禍にて低

下した利用者数が回復基調にあるといえる。 

 コロナ禍により自宅で過ごす時間が増え、自宅で植物育成を始めた方々が増えており、花と

緑の相談受付についても、292 件と前年度の 152 件からは大幅に増加している。今後も地域密

着型の緑地公園であり市民がみどりと触れ合う拠点として、公園の魅力発進の役割を果たすこ

とを期待する。 

 花苗販売等の自主事業の歳入は前年度から大幅に増加しており、利用者の購買意欲を高める

工夫がなされていたと評価できるが、条例や制度上で必要な申請等が漏れていたため、その部

分は改善が必要であった。 

事業計画の履行において一部努力が必要だ

が、概ね適切な管理運営を行っている 
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２．収支状況

歳入 単位：円

項目

指定管理料

その他

消費税等

小計　a

別掲として市への収入として 単位：円

使用料

歳出 単位：円

項目

人件費

委託費

光熱水費

事務費

催事費

修繕費

原材料費

通信運搬費

その他

消費税等

小計  b

単位：円

合計  a-b

44,190,555 42,933,632 42,284,592 40,986,861 43,183,814

▲234,555 482,368 988,408 2,116,225 ▲ 186,014

723,929 618,158 504,299 287,473 957,451

3,290,775 3,180,269 3,683,978 3,726,078 3,925,801

2,351,724 2,035,065 1,512,580 1,547,894 2,372,817

137,319 130,167 127,948 254,005 249,710

157,967 667,554 967,684 927,680 1,042,131

890,948 860,300 868,000 778,690 836,500

2,352,003 2,773,779 2,697,474 1,975,897 2,321,596

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

27,637,250 27,393,280 26,822,569 26,646,084 26,607,448

6,048,640 4,675,060 4,500,060 4,243,060 4,270,360

103,600 134,800 92,800 36,800 63,600

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

3,256,000 3,216,000 3,573,000 3,918,462 3,908,891

43,956,000 43,416,000 43,273,000 43,103,086 42,997,800

40,700,000 40,200,000 39,700,000 39,184,624 39,088,910

0 0 0 0 0

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

１．利用状況

項目

開園日 361 日 358 日 361 日 361 日 360 日

来園者数 46,983 人 50,872 人 55,201 人 64,762 人 61,867 人

有料施設利用件数 377 回 434 回 379 回 94 回 211 回

有料施設利用人数 3,880 人 4,511 人 3,288 人 818 人 2,105 人

有料施設稼働率 72.0 ％ 78.0 ％ 53.1 ％ 13.0 ％ 27.2 ％

来園者数の測定方法は10時、13時、16時に園内一周し来園者数を

チェックする

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度


