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計画書１「指定管理業務実施にあたっての考え方、運営方針等」
(１) 指定管理業務全般を通じた団体等の総合的な運営方針、考え方
ア 団体の概要
私たちは、公益財団法人神奈川県公園協会(以下、グループ代表という。)と株式会社
ランドフローラ(以下、ランドフローラという。)、小田急箱根ホールディングス株式会
社(以下、小田急箱根 HD という。)の３者で構成するグループです。
本公園はこれまで、グループ代表とランドフローラの 2 者でグループを構成し指定管
理業務を行ってきましたが、国際観光地「箱根」における本公園の知名度向上と、周辺
地域とのネットワークの更なる強化を目指し、小田急箱根 HD が構成員として参加しま
す。
３者の力を結集し、離宮跡地に造られた本公園の歴史、造園美、眺望等の魅力を来園
者に満喫していただける管理運営を行うとともに、周辺施設等との連携を深め、周遊観
光の核として、地域活性化に貢献するなど、公園価値の更なる向上に取り組みます。

イ 総合的な運営方針、考え方
■社会の変化や多様なニーズへの的確な対応
私たちは、公園の管理運営を通じて、地域、企業、大学など市⺠社会との様々なパー
トナーシップを一層推進し、地域や人々の心を豊かにするとともに、県⺠共有の財産で
ある公園の施設、みどり・生物などの自然環境、伝統文化等をしっかり次世代に引き継
いでいきたいと考えています。
そのために、これまで培ってきた地域や団体等との連携や管理実績を活かしつつ、少
子高齢化の進展、感染症対策を含む安全・防災面のニーズの高まり、インバウンド等観
光振興、交通ネットワークの整備進展など、社会環境の変化に的確に対応していきま
す。
また、「パートナーシップの重要性」や「誰一人取り残さない」などの理念を持つ、
ＳＤＧｓへのコミットを強めるとともに、「ともに生きる社会かながわ憲章の理念の実
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現」、「未病の改善による健康寿命の延伸」など県の重点施策および県立都市公園の整
備・管理の基本方針や⻑寿命化計画を踏まえ、以下に示す「総合的な管理運営の考え方
(基本方針)」に基づき適切に管理運営を行ってまいります。
■総合的な管理運営の考え方(基本方針)
安全で快適な利用空間の平等な提供
○きめ細かい管理による利用環境の維持と安全・安心を確保
○公平・公正な利用の確保
○「(公財)神奈川県公園協会ＳＤＧｓ宣言」に基づくＳＤＧｓ普及と各ゴール達成
に向けた行動の実践
〇公園の特性を踏まえた災害への備えと感染症対策の強化
より高い公益性の発揮
○みどり、環境、生物多様性の保全と普及啓発
○「ともに生きる社会かながわ憲章」
「未病の改善による健康寿命の延伸」など、
県の重点施策に賛同し、実現に向けた取組の推進
○地域や自治体、関係団体と連携した事故・災害時対応等の充実
○地域経済の活性化への貢献
〇障がい者施設等と連携した花苗生産等と地域緑化への貢献
効率的、効果的かつ持続可能な管理運営
○構成団体各々の専門性とスケールメリットを生かした効率的・効果的な管理運営
〇新しい技術やシステムの導入による業務効率化
○これまでに培った人材や公園管理ノウハウ等の専門性の活用
○これまでの信頼関係や新たな発想に基づく地域連携力の活用、強化
○ＳＤＧｓ推進に向けた特定資産の活用
(２) 公園固有の価値や特性を踏まえた管理運営方針
ア 本公園固有の価値や特性と課題
■箱根随⼀の眺望と四季折々の花の⾒どころ：本公園は、国際観光地「箱根」の芦ノ
湖畔に位置する、明治時代に造営された離宮跡地を活かした風光明媚な公園であり、
日本の歴史公園 100 選にも選出されています。園内の展望広場等からは箱根随一と人
気の富士山と芦ノ湖の眺望が広がるとともに、サクラ、ツツジ、ヤマユリ、紅葉など
四季折々の花等の見どころもあり、その魅力を引き継いでいくことが重要です。
四季を彩る花と景色
春

マメザクラ大木の開花

秋

夏

冬

園内を彩るヤマユリ

紅葉と富士山

駒ヶ岳の雪景色

■離宮跡地の公園・国登録記念物：離宮の建築物は関東大震災等により被災・倒壊
し、取り壊されてしまいましたが、その遺構や中央園路、二百階段など往時の施設の
痕跡が現在も残され、また園内の庭園と富士山と芦ノ湖が織りなす景観は、かつて皇
族や外国からの賓客が過ごした時代に思いをはせる空間として非常に価値の高いもの
です。平成 25 年度には、近代造園文化の発展に寄与した名勝地として国登録記念物
(名勝地関係)に登録されました。その歴史的価値を後世に伝えていくことが責務です。
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離宮を伝える歴史資源
富士山への眺望方向

弁天の鼻展望台
馬場跡

塔の鼻広場
湖畔展望館前からの眺望

⻄洋館の礎⽯

湖畔展望館

駐車場
中央園路

旧東海道杉並木

箱根関所資料館

二百階段

■代表的インバウンド観光地に⽴地︓国際観光地「箱根」に位置していることで、外
国人観光客や県外からの利用者が多い一方で、他の有名な観光施設に比べて知名度が
それほど高くないこともあって、来園前から本公園の由来や優れた眺望を知っていた
来園者が少ないのが現実です。混雑することなくゆったりと利用できる特徴を活かし
つつ、今後は日本を代表する観光地にある「皇室ゆかりの庭園」として知名度の向上
と地域活性化への一層の貢献が課題です。
■事務局としてガーデンツーリズム登録・相互交流推進︓令和元年 5 月には、国が創
設した「ガーデンツーリズム登録制度」に、恩賜箱根公園、沼津御用邸記念公園、秩
父宮記念公園、三島市立公園楽寿園の 4 公園を構成庭園とする「富士・箱根・伊豆
『皇室ゆかりの庭園』ツーリズム」(以下「皇室ゆかりの庭園ツーリズム」という。)
として連携した周遊促進事業等の計画を提案し、第 1 回目の登録で全国６計画の 1 つ
として選定されました。グループ代表は、４庭園と自治体、交通事業者などで構成す
る皇室ゆかりの庭園ツーリズムの主体となる協議会の事務局として、登録に向けた計
画づくりや公園及びその周辺地域の周遊の促進を図り、地域活性化に資するための事
業推進において中心的役割を担ってきました。今後も、ガーデンツーリズム制度の登
録を活かし、国や県及び構成庭園のある静岡県や各市とも連携しながら、「皇室ゆかり
の庭園」としての広域的なＰＲを行う等、公園の更なる知名度向上や利用促進に積極
的に取り組むとともに地域の活性化にも貢献していくことが求められています。
≪参考≫庭園間交流連携促進計画登録制度(ガーデンツーリズム登録制度)
日本には、日本庭園や花の公園など、地域ならではの特徴を持つ多様な庭園が存在
し、観光客に人気を博していますが、その魅力を十分に伝えきれていない「隠れた庭
園・花の名園」も数多くあります。国土交通省は、地域の活性化と庭園文化の普及を
図るため、各地域の複数の庭園の連携により、魅力的な体験や交流を創出する取組を
ガーデンツーリズムとして、その計画を登録し、支援する制度を平成 31 年 4 月に創
設しました。※「皇室ゆかりの庭園ツーリズム」による具体的取組内容は計画書４

(1)ウ(ア)参照

■⾃然災害と防災対策：
：箱根地域は、近年、大涌谷の火山活動や台風等の自然災害に見
舞われることも多く、こうした自然災害への備えや、迅速な災害復旧対応などが求めら
れています。公園においても、斜面地・樹林地を中心に巡視点検、点検と連動した速や
かな安全対策を徹底するとともに、本公園が大規模災害発生時の広域応援活動拠点(神
奈川県災害時広域受援計画)に指定されていることから、日頃から、県や防災関係機関
等からの応援の受け入れへの備えをしておく必要があります。
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イ 本公園の管理運営方針
『皇室ゆかりの庭園』〜箱根離宮の歴史と浪漫を伝える〜
①

離宮の歴史や魅⼒を感じる

贅沢な空間の提供

富士山と芦ノ湖の見事な眺望、離宮の歴史や魅力を存分に味わっていただけるよ
う、高度な庭園管理を継続して四季折々に楽しめる贅沢な空間を提供します。
➢眺望の確保 ➢庭園美のみがきあげ ➢離宮の遺構やコケ等の保全
Point! ➢明るい広場空間の創造 ➢四季折々の花等の魅⼒向上

遊歩道沿いのシャガ 中央広場からの
眺望を楽しむ人々

重点的取組
●新たな花の見どころづくり
・遊歩道沿いのシャガ、国道 1 号と駐車場の間
の空地を活かした花の植栽
●景観改善と明るい広場空間づくり
・弁天の鼻展望台の更なる眺望改善、馬場跡を
明るい広場空間として活用

② 離宮の歴史を伝え思いをはせる 感動のおもてなし
「皇室ゆかりの庭園」としての歴史を伝えるとともに、庭園美と離宮の雰囲気を活かした
展示やイベントの展開により、離宮の歴史に思いをはせる感動のおもてなしを提供しま
す。
➢庭園の歴史を伝える展示とイベント
Point! ➢離宮の雰囲気を活かしたおもてなし
➢外国⼈観光客へのサービス向上
●外国人観光客サービス向上
・多言語おもてなしタグ
・スマホ翻訳機能での接遇

重点的取組

スマホ翻訳機能での接遇

③ 皇室ゆかりの庭園として 周遊観光の拠点化を推進
箱根関所など周辺施設や公共交通機関との連携、さらには皇室ゆかりの庭園ツーリ
ズム協議会における連携等により、周遊観光の拠点として、箱根エリアの観光や地域
振興に貢献してまいります。
重点的取組
Point! ➢近隣施設・交通機関との連携
●皇室ゆかりの庭園ツーリズム連携
による周遊促進
➢「皇室ゆかりの庭園ツーリズム」による ・共同 PR イベントの開催（桜まつり
や菊の展示／スタンプラリーほか）
施設間連携・協働
➢グループ構成団体各々の広域的効果的な ●近隣施設、グループ構成団体、公共
交通機関との連携
広報⼒の活用
・近隣施設、海賊船やバス等の周辺交
通と連携した周遊促進や広報の推進
(３) 利用者や地域住⺠、環境等に配慮した管理運営方針
■誰もが平等・快適に利用できる公園
公園は、子どもから高齢者、障がい者、外国の方などの利用者や、地域団体、ボラン
ティア団体など様々な立場の方が利用されます。指定管理者としての責務に基づき、関
係法令や利用ルール等を徹底し、誰もが平等・快適に利用できる公園とします。
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・利用ルールの徹底
・全ての人に安全で快適な利用環境を提供できるユニバーサルなサービスの提供
・より多くの人に利用していただくための積極的な情報発信
■安全・安⼼な利用空間の提供
樹林地の倒木や落ち枝などの危険防止や地形的な高低差による階段やスロープでの事
故防止、蜂の被害などを未然に防止し、誰もが安全安心に利用できる管理運営を行いま
す。風水害等による被害を最小限に抑えるため、日頃の園路清掃や巡視等の中で、現状
把握を的確に行い、事前に安全対策を行います。
・利用者の事故防止に資する注意案内等
・冬期の凍結防止対策
・気象情報を踏まえた事前の措置
■利用者や地域住⺠等の意⾒を反映した公園づくりの推進
地域との連携による公園づくりを進めるとともに、利用者や地域の人の声を真摯に受
け止め、双方向コミュニケーションを図りながら、より魅力的な公園づくりを進めま
す。
・公園モニターや利用者アンケート等の実施と業務改善への反映
・近隣の学校や地域の多様な人材との協働による花壇管理やイベント開催
・箱根関所などの周辺観光施設や地元自治体、地域の商工会・観光協会等と連携し
た公園及び周辺地域の活性化への取組
■箱根らしい⾃然環境の保全と⾃然風景地としての景観の保全
園内に生育する 100 種以上のコケなど貴重な動植物を保護するとともに自然林の保
全を図り、生物多様性の保全を推進します。また、離宮時代の歴史的遺構の保全を図
るとともに、芦ノ湖と一体となった自然風景地としての景観や富士山の眺望を楽しめ
る公園管理を行います。
・コケ等貴重な動植物の保全
・多様な野鳥等の生息環境となっている自然林の保全
・エリアごとの植物管理方針による景観の確保
■環境に配慮した管理運営
環境に配慮した管理運営を行うとともに、利用者への普及啓発に取り組むなど、環
境負荷の軽減等を推進します。
・独自の「環境マネジメントシステム」による総合的な環境マネジメントの推進
・利用者へのゴミの分別や減量への協力呼びかけ
・落葉等の資源の再利用を促進しゼロエミッションの推進
・地域や環境省、神奈川県とも連携した周辺道路の清掃活動を行う「ゴミゼロアク
セス」の取組の継続など公園の周辺環境にも配慮した管理
・新型コロナウィルスなどの感染症防止対策としての利用者や職員への衛生面の取
組の徹底
・電気自動車や再生可能エネルギーを活用した電力の積極的活用
・持続可能な社会の発展に向けた普及啓発の場としての公園の活用
＜令和４年度実施内容＞
・記載内容を適切に実施します。
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計画書 2「業務の⼀部を委託する場合の考え方、業務内容等」
(１) 当該公園の管理基準等を踏まえた効果的、効率的な委託の考え方
ア 委託する業務の考え方
常に安全で快適な施設管理を実施するためには、公園の特性を熟知した職員による
管理が効果的、効率的であり、できるだけ直営※で、きめ細やかな維持管理を行うこと
を基本にします。
一方、法令等に基づく業務、専門技術・資格・特殊な機器類を要する業務、危険を
伴う業務等は委託します。特に、植物管理については、箱根特有の気象を把握したうえ
での剪定作業等が求められるため、地元造園業者に委託することにより効率的で質の高
い庭園管理を行うとともに、地域経済活性化への貢献を図ります。

※植物管理等の直営作業にかかる人件費は、付属資料「ア 収支計画書」の「人件費」に計上し
ています。
＜具体的な委託業務内容＞
区分

植物
管理

施設
管理

清掃
管理

管理項目

高木管理
庭園樹管理
法定点検
定期点検
警備業務
設備清掃
ゴミ処理

管理内容
枝下し・ 枯損木
処理
樹形保全のため
の剪定等

業務内容
樹勢悪化木・支障枝の
除去

建築設備
消防設備等

消防法による法定点検
等

機械警備
駐⾞場
建物等
清掃点検

機械警備
繁忙期の交通誘導
建物・床・ガラス
定期清掃

事業ゴミの処理

ゴミ・残材搬出、処理

夏季・秋季・冬季剪定

理 由
高度な技術と高所作
業で危険を伴うため
専門的技能を要する
ため
法律の定めに基づき
実施／免許・専門的
技術を要するため
免許・専門的技術を
要するため
専門的技術を要する
ため
免許を必要とする業
務のため

発注者例
地元造園業者
地元造園業者
専門業者
専門業者
専門業者
専門業者

委託業者選定に関する規程等
イ 委託先の選定方法
・公益財団法人神奈川県公園協会会計規程
＜グループ代表＞
・競争⼊札参加要件等選定委員会要領
・競争性・透明性・公平性の確保と業務の品質 ・競争⼊札参加要件設定に係る基準
確保に十分配慮した公募型競争入札を基本
・指名業者選定基準
・右記規程により選定の手順や条件を明文化
・専門性の高い一部の業務を除き、地元優先の地域要件を設定
・県の入札手続きを参考に募集開始から入札まで一定期間を設け、募集内容を協会
WEB ページや公園内掲示、専門新聞紙面に掲載し広く公表
・委託先は、原則、県の競争入札参加資格者名簿に登録があり、業務に必要な免許･
資格や豊富な業務実績を有することを条件として設定
＜ランドフローラ＞
樹木の樹形保全のための剪定について、箱根地域の気象条件や植生等を熟知した地
元の造園業者へ委託し、庭園美を保持
＜共通＞
暴力団排除条例や労働関係法令等を遵守し、社会保険料や事業税等を適切に納付し
ている者から選定することで委託先の信頼性や業務の水準を確保します。
ウ 県内(地域)企業への委託の考え方
地域の企業はその地域に精通していることで、迅速かつきめ細かい対応が可能です。
また、地域経済への貢献や地域連携の視点からも県内企業への発注を優先します。
今後も地域雇用の確保などの観点から、引き続き県内(地域)の中小企業等(「神奈川
県中小企業・小規模企業活性化推進条例」第２条に定める者又は準ずる者)の力を活用
します。
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エ 障がい者就労施設等からの物品調達
グループ代表が毎年度定める「障害者就労施設等からの物品等の調達に関する方針」
に基づき、地域の障害者就労施設等からの物品調達をするとともに、同施設等の生産物
の販売場所として公園を提供することなどにより、障がい者の自立支援に引き続き取り
組みます。
■障がい者就労施設が制作した商品の販売
本公園では、ＮＰＯ法人わかば会と連携し、湖畔展望館で、お土産として、障がい
のある方々が制作した和柄の巾着等を販売し、障がい者の就労を支援するとともに、
来園者の皆様にも喜ばれています。

和柄の巾着

小物類

土産物販売コーナー

＜令和４年度実施内容＞
・記載内容を適切に実施します。但し、湖畔展望館改修に伴う休館予定期間(9 月〜3 月)に計画さ
れている業務（消防設備点検及び建物点検）は除く。
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計画書３「施設の維持管理」
(１) 公園の特性と課題を踏まえた維持管理の考え方
ア 離宮跡地にふさわしい高水準な植物管理の実施
(特 性)本公園は、芦ノ湖の湖畔に位置する明治時代に造営された離宮(箱根離宮)跡地
に整備された公園です。平成 25 年度には、当時の地形や施設の痕跡を活かした公園
整備が評価され、国登録記念物(名勝地関係)に登録されました。さらに、令和元年度
には、構成庭園の１つとして参加している「皇室ゆかりの庭園ツーリズム」が、国の
「ガーデンツーリズム登録制度」の第 1 回目の登録 6 計画の１つに選ばれています。
(課 題)離宮の歴史を引き継ぐ公園として、庭園美の承継が重要となります。
(考え方)箱根離宮跡地に整備された公園として、高度な技術による剪定などにより、
庭園美を保持するとともに、遊歩道沿いの「シャガ」や駐車場での「ヒガンバナ」など
の植栽による、新たな花の見どころをつくります 重点 。
イ 計画的な植栽管理による美しい景観の保全
(特 性)湖畔展望館や展望広場等からは、富士山と芦ノ湖の眺望が広がり、桜やヤマ
ユリなど、四季折々の花修景も公園の大きな魅力の１つです。
(課 題)開園から 70 年以上が経過し、樹木の密生化や高木化による眺望阻害も見ら
れます。観光地にある公園として、より多くのお客様に選ばれる観光スポットとな
るよう、景観阻害木の伐採等による美しい眺望の確保や四季折々の花修景づくりが
重要となります。
(考え方)県による基本ゾーニングを踏まえ、指定管理者が県及び箱根地区の景観等の
調査研究を行っている学術機関と連携して平成 22 年に策定した「恩賜箱根公園にお
ける景観評価調査並びに植栽整備・維持管理指針」(以下「景観評価調査指針」とい
う。)に沿って美しい景観の確保と改善に取り組みます。特に、馬場跡の樹木伐採等
による展望台からの景観改善と明るい広場空間づくり 重点 に取り組みます。
ウ 離宮の遺構や野⿃・コケ等の動植物の保全
(特 性)本公園には離宮の遺構が残り、これを活かした公園整備がなされています。
また、芦ノ湖に面したエリアには樹林地が広がり、コケなどの貴重な植物、キビタ
キやカワセミなどの野鳥も見られるなど、豊かな自然を楽しむことができます。
(課 題)離宮の歴史を引き継ぐ公園として、離宮の遺構を守り、活かす維持管理が必
要となります。また、樹林地の管理にあたっては、動植物の生息環境の確保への配慮
や、園路沿いや広場付近等を中心に、危険木の除去等の安全管理が重要です。
(考え方)離宮⻄洋館の礎石、二百階段などの離宮の遺構や、景観的にも重要な箱根の
自然林、野鳥やコケ等の自然環境の保全を図ります。特に、既存のコケは維持管理を
工夫し、コケの魅力発信に取り組みます。
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エ 安全・快適な空間を維持するための高水準で効率的・効果的な施設管理
(特性)本公園は、標高が高い箱根の山中にあり、冬季は厳しい寒さの中、凍結や積雪
があります。また、開園から 70 年以上が経過していることから、全体に施設の老朽
化も進行しています。
(課題)施設管理にあたっては、冬季の凍雪害対策が重要となります。また、施設の老
朽化を踏まえた安全対策や⻑寿命化の取組が必要です。
(考え方) 施設の老朽化や厳しい気象条件なども踏まえながら、離宮の雰囲気と利用者
の安全を確保するための高水準な管理とコスト縮減を両立させるため、これまでの管
理で培ったノウハウを詰め込んだ管理マニュアルに基づき、効率的・効果的な施設管
理を行います。特に、冬期は、凍結による転倒事故等を未然に防止するため、きめ細
やかな凍雪害対策を実施します。
(２) 施設保守点検業務、小破修繕業務等の実施方針
施設の老朽化が進んでいるため、安全の確保とともに⻑寿命化の観点から各施設の保
守点検、修繕を的確に実施します。特に冬季は、積雪や凍結による事故等を防止するた
め、これまでの管理で培ったノウハウを活かし、凍結事故等の未然防止に取り組みま
す。
ア 巡視・点検の徹底による早期の異常発⾒と速やかな修繕、⻑寿命化の取組
(ア) 巡視と点検
・日々の巡視・点検をはじめ、定期点検(設備点検)、法定点検(建物点検、消防・水道設
備)を行い、異常の早期発見と早期修繕など安全対策を実施
・巡回時の見落としを防ぐため、普段のコースを逆に回る「逆パトロール」の実施
・グループ代表の公園管理運営士資格を有する職員による「全園一⻫施設点検パトロ
ール(年 1 回)」を実施し、その結果を公園職員と共有し、改善策を共に考え、実行
(イ) 点検と連動した速やかな安全対策と⻑寿命化の取組
・巡視や点検、または外部からの情報等により異常箇所を発見した場合には、小破修
繕や立入禁止措置、仮復旧等を迅速に実施し、安全を確保
・修繕結果については、履歴として蓄積し、以後の維持管理へ反映させることで危険
の早期発見と計画的、効率的な修繕を実施
・施設の状況や重要度に沿い優先度をつけた計画的な修繕による施設の⻑寿命化
点検を確実に業務に反映するメンテナンスサイクル
点 検
日常点検
履歴の蓄積
日常点検へのフィードバック

記 録

大規模な修繕は県と
協議のうえ対応

施設点検パトロール

⻑寿命化
措 置
修 繕

応急措置
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緊急性の判断
専門業者への点検依頼
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迅速対応・事故防止・被害軽減
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◎⻑寿命化の取組の具体例〔芦川橋〕
芦川橋は、江⼾時代の東海道の名橋３石橋の１つで、本公園
内に移設され、「かながわの橋 100 選」に登録されています。
小さな橋ですが、歴史的な価値があり、重要な施設であること
から、日常点検をはじめとした点検時に発見された軽微な破損
も速やかに補修するなど、小さな異常も見逃さないきめ細やか
な保守点検を行うことで、現在も安全な通行を可能にし、施設
歴史的にも価値がある
の⻑寿命化を図っていきます。
芦川橋
イ 凍結による事故等を未然に防止するための凍雪害対策
本公園は標高 700 メートル以上の高地という厳しい立地環境にあるため、冬期には
積雪や路面の凍結、つらら等が発生しやすく、利用者の散策時に転倒等の事故の危険
性が高まります。そのため、利用者の安全確保のために以下の安全対策を講じます。
＜凍雪害対策＞
状況

対 応
・凍結、積雪によるスリップ注意看板を各所に設置
・公園ホームページでの凍結による転倒防止への注意喚起
・園内に融雪剤(塩化カルシウム)を散布するとともにコーン等で注意喚起
を実施
事前 ・転倒防止のため二百階段の閉鎖(県小田原土木センターと事前協議)
準備 ・トイレ(便器)破損を防ぐため極少量の⽔を流し凍結を防止
・凍結による⽔飲み場(工作物)破損を防ぐため⽔栓を閉栓
・高置⽔槽の電熱線による管内凍結防止
・屋外トイレの洗⾯台⽔栓の保温・除雪⽤備品の準備(除雪機動作確認等)
重機による除雪
・雪情報に合わせた人員配置
・湖畔展望館周辺や園路の職員による除雪
降雪時 ・駐⾞場や⾞路等の業者による機械除雪(委託業者による除雪は駐⾞場利⽤に支障のない位置に集積
作業
するよう指示し、利⽤者が⽴ち⼊らないよう安全対策を徹底)
・堆積した雪の計画的な融解(天気の良い日には職員で崩し融解を促進)

ウ その他の主な施設の維持管理・安全対策
(ア) ミュージアム資産の維持に配慮した湖畔展望館の維持管理
・湖畔展望館の展示室にある各展示物は、文化財には指定されていませんが、離宮
の歴史を未来に伝える重要な資産であるため、きめ細やかな維持管理により保全
・展示開始からすでに 25 年が経過。展示物の劣化や日焼けを防ぐため、引き続き照
明の明るさや温湿度の適切な管理を実施
(イ) 園路・階段等の維持管理
園路・階段・広場
湖畔展望館
高置⽔槽

・園路、広場の不陸、陥没、段差の有無、木柵、ベンチ、デッキの腐⾷等点検
・石張り舗装⾯は石の⽋損やグラつきを重点的に確認
・丸太階段の横木や杭木の腐朽、手すりのボルトの緩み等を重点的に点検
・大⾬後・大雪後の土砂や落ち葉の清掃、除雪を速やかに実施
階段の手すりや⼊口およびバルコニーの扉について重点的に確認
冬季については配管内の凍結の恐れがあるため、⽔が送⽔されているか定期的に⽔位確認

(３) 清掃業務、受付業務、警備業務等の実施方針
ア 清掃業務
本公園は、観光バスでのお客様など、多くの観光客による利用があります。こうした
特性と利用状況を踏まえて、トイレや休憩所をはじめとした利用者が多く訪れる場所で
は、管理基準以上のきめ細やかな清掃を実施します。
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■利用実態に合わせた臨機応変な点検・清掃
・湖畔展望館は散策時の休憩等で、多くの方が利用されるた
め、館内全体の点検・清掃は毎日実施
・トイレは「公園の顔」。湖畔展望館内のウォシュレットは
日々作動確認。団体の利用者が乗車している観光バス出庫
後などは駐車場トイレを中心に利用動向に応じて 1 日に複数
回等、頻度を増して迅速にトイレ清掃を行うほか、屋外ト
イレについて、職員による定期的な高圧洗浄機による清掃
も実施

定期的な高圧洗浄

イ 受付業務
子どもから高齢者、障がい者、外国人等、誰もが安心・安全・快適に公園を利用し
ていただけるよう、利用者との双方向コミュニケーションを重視したホスピタリティ溢
れる接客をします。また、訪日外国人観光客等に対してもパンフレットや公園ホームペ
ージについて、引き続き、多言語での案内を行うとともに、看板等ではピクトグラムを
用いたサインをさらに拡充させ、利用者が安心して利用できる環境を整えます。
ウ 警備業務等
職員の巡回による声掛けや利用指導を行います。夜間は機械警備による湖畔展望館
の警備を行い、異常が感知された際には警備員が急行し、緊急事態が発生した場合に
は、園⻑等に連絡が来ることとなっており、園⻑や近隣の職員が緊急参集し、警察や消
防等との関係機関とも連携し、対応します。
(４) 樹林地や草地の管理、樹⽊、芝生、草花などの植物管理業務等の実施方針
ア 離宮の遺構や野⿃・コケ等の動植物の保全、樹林地の保全と安全管理
離宮の遺構や野鳥、コケ、樹林地等の自然環境の保全に資する維持管理を行いま
す。
(ア) 離宮の遺構や野⿃・コケ等の動植物の保全
■庭園景観の保持と遺構の保全に留意した維持管理
中央広場の芝生の管理にあたっては、美しい景観の保持と
ともに、貴重な遺構である⻄洋館の礎石の保全に細心の注意
を払っており、機械除草に加え、人力除草よる雑草除去を行
い、遺構を保護するとともに、雑草の繁茂を抑制します。
⻄洋館の礎⽯
■野⿃等、貴重な動植物に配慮した維持管理
湖畔に面した湖畔路(自然探勝路)では、キビタキやカワセミなどの野鳥も見られ
ることから、樹林地の管理にあたっては、人工的に手を加えることは最低限にとど
めるエリアを設定するなど、野鳥等の生育環境にも配慮した
維持管理を実施します。
■コケの保全に配慮した維持管理
コケが多い場所を清掃する際は、コケが剥がれないようブ
ロワーの出力を調整するなどコケの保全に配慮します。二百
階段は、コケの保全とともに景観の保持と利用者安全確保の
ため、側面から伸⻑するハコネダケを適切に除去します
苔が幻想的な風景を
(イ) ⾃然環境の保全
際立たせる遺構・二百階段
■樹林地の保全と安全管理
(保全)景観的にも自然環境保全のためにも重要な樹林地については、エリアの特性
に応じ、保全と景観のバランスに配慮した、エリアごとの樹木等の維持管理の基本
方針を定めた「景観評価調査指針」に基づき、維持管理します。

※詳細は、計画書３(4)ウ参照
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(安全管理)本公園の樹木は密生化と高木化が進んでいます。園路や広場等の施設沿
いを中心に、枯損木の処理など迅速かつ適切な対応による安全性の確保を図ります。
・園路や広場等の施設付近の樹木については、日常巡視等できめ細かく状態を把握
し、必要に応じて樹木医による診断を実施
・巡視等の際に危険木や枝を発見した場合には、除去や立入り禁止措置等の安全確
保措置を速やかに実施するとともに、特に台風が多発する夏休み前には災害の未
然防止を図るため定期点検を実施
・台風の後には、倒木や枝折れを中心に巡視点検し、必要に応じて、立入禁止や応
急復旧等の措置を迅速に実施
■コケ等の貴重な植物の保護・育成【拡充】
本公園では、湿度の高い環境特性から、100 種類以上のコケが確認されており、
国のレッドデータ(絶滅危惧種)の指定品種もあります。日常の維持管理において
は、(公財)平岡環境科学研究所の協力を得て作成したコケマップにより生育状況等
を確認しながら、除草や刈り込みなどの植物管理を行っています。環境省箱根地区
パークボランティアと連携してモニタリングや観察会を行い、希少コケなど貴重な
植物の保護・育成及び自然環境保全に向けた啓発を図ります。また、近年、人気の
高いコケの魅力を PR し、園内のコケについて、実際に鑑賞して体感していただけ
る場所の紹介なども行い、利用者にコケの美しさを味わっていただきます。
イ 離宮跡地にふさわしい高水準な植物管理を実施
箱根離宮の由緒ある庭園美を活かしながら、四季折々の草花
を楽しめる高水準な庭園管理を行います。
(ア) 高水準な樹⽊管理
本公園の景観の重要な要素となっている中央園路のマツや
アセビ、中央広場のキャラボクなどの樹木は、こまめな刈込
キャラボクの剪定
みや高度な技術による美しい樹形を保つ剪定などにより、庭
園美を保持します。
(イ) 花の名所となる維持管理【拡充・新規】
(春)アセビ、マメザクラ、ツツジ、シャガ、(夏)アジサイ、ヤマユリ、(秋)リン
ドウ、紅葉、(冬)サザンカ、フクジュソウなど四季折々の花を楽しめるよう、必要
に応じ補植等しながら適切な維持管理を行うとともに、今後は、「新たな花の見ど
ころづくり」 重点 にも取り組みます。
重点的取組
新たな花の⾒どころづくり
■遊歩道沿い斜面の「シャガ」の植栽【拡充】
箱根特有の湿度の高い気候に適し、園内にも自生しているシャ
ガを遊歩道沿いの法面に広く植栽することで、新たな花の見どこ
ろをつくります。シャガの植栽により、大雨による法面からの土
砂流出軽減や、雑草の繁茂を抑制する効果も期待できます。
■WELCOME 花壇としての駐⾞場での「花」の演出【新規】
本公園は、駐車場から階段や坂道を上り主要エリアに入ると
いう地形的な特質から、駐車場や隣接する国道 1 号から公園内部
への視認性が低く、知名度も低い傾向にあります。こうした課題
を解決するため、国道 1 号と駐車場間の植樹帯にヒガンバナ等の
花を広く植栽し、公園の存在をアピールします。
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ヒガンバナイメージ
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ウ 計画的な植栽管理による美しい景観の確保と改善
本公園では、湖畔展望館など園内各所からの眺望が大きな魅力となっています。「景
観評価調査指針」に沿って、エリアの特性に応じた樹木等の維持管理を行うことによ
り、樹林の保全に配慮しつつ、美しい景観を創出します。
■景観評価調査指針に基づくエリアごとの方針に沿った樹⽊等の維持管理
＜エリアごとの景観評価調査指針＞
塔の鼻広場

弁天の鼻展望台
馬場跡

A
A’
B
C
D

保存すべき樹木群エリア
部分的に樹木の整理枝打ちを⾏うエリア
部分的に樹木の除去等を⾏うエリア
部分的に樹木の除去樹種転換を⾏うエリア
庭園的樹木として個々に管理手法を⾏うエリア

湖畔展望館
駐車場
二百階段
駐車場
植栽整備
維持管理の基本方針
Ａ ・森林として整備保全するため人工
Ａ’ 的に手を加えることは最低限にとど
める
・園内から箱根神社の鳥居等を望
める眺望ポイントでは、園外からの
景観が害されない範囲で部分的に
樹木の剪定、枝打ちを⾏う
Ｂ ・富⼠山と芦ノ湖等の眺望ポイント
については⾒晴らしを確保する
・⾺場跡など広場としても活⽤できる
場所の、植栽密度が高く薄暗い樹
木は、除去・剪定・枝打ちを⾏う

エリア区分図

公園全景

特性と課題

・法⾯に高木が密生しておりエ
リア内には、園路等の散策路
が整備されていないエリア
・高木やハコネダケが景観阻害
要素のため、高木の剪定・枝
打ち、ハコネダケの刈込が必
要
・弁天の鼻展望台や湖畔展望
館と芦ノ湖の間に位置する樹
林地
・植栽密度が高く暗い雰囲気
のため、あまり利⽤されていな
い
C ・園外からの視認性が高いエリアのた ・遊覧船から良く⾒えるエリアで
め公園の認知度を高めるために花 ある
木等の樹種転換を図る
・公園の散策路として利⽤され
・散策路として整備されている場所 ている
は樹木の枝打ち等を⾏い⾒晴らし
を確保するとともに花木や草花の植
栽を⾏う
D ・中央門から中央広場、湖畔展望 ・富⼠山と芦ノ湖の眺望が開
館をつなぐ「庭園空間」として、眺望 け、利⽤者が多い
と庭園を楽しめるよう各場所にあっ ・周囲の庭園木が大きくなり景
た修景演出を⾏う
観を阻害している
・国道１号線、旧東海道側か
ら、公園の存在がわかりにくい
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これまでの実績と提案
・森林を保全しつつ、必要に応じて剪定・
枝打ちを実施【継続】
・眺望を阻害しているハコネダケを刈り込
み、高さを維持するなど、箱根神社鳥居
等への眺望を確保【継続】
・弁天の鼻展望台からの景観支障木除
去【実績】
・ 重点 植栽密度の高い⾺場跡について
は部分的に樹木の除去等を⾏い、明る
い広場空間の実現や展望台からの眺望
のさらなる改善を図る【拡充】
・湖から⾒える塔の鼻広場に桜の苗木を
植栽し、園外からの景観に華やぎの演出
(新規)
・ 重点 遊歩道沿い斜⾯に「シャガ」を植栽
【拡充】
・湖畔展望館から駐⾞場までのスロープか
らの弁天の鼻展望台の⾒通しを改善する
ため支障木であるリョウブを除去【実績】
・国道 1 号線沿いのサワラの下枝剪定に
よる視認性改善【実績】
・ 重点 国道 1 号沿いにヒガンバナ等を植
栽【新規】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・恩賜箱根公園

■眺望の改善と明るい広場空間の創造(拡充)
同指針に沿って、弁天の鼻展望台に隣接する馬場跡の樹木の伐採等による弁天の鼻
展望台の更なる眺望改善を図るとともに、馬場跡を光が入り利用者が明るい雰囲気の
広場として楽しめるよう「景観改善と明るい広場空間づくり」 重点 に取り組みます。
重点的取組 景観改善と明るい広場空間づくり
■弁天の⿐展望台の更なる眺望改善及び⾺場跡の明るい広場としての活用
本公園では、これまでも弁天の鼻展望台の景観改善に取り組んでおり、その成果
として展望台からの駒ケ岳の眺望を改善しました。引き続き、県小田原土木センタ
ーと協議を進めながら、展望台に隣接する馬場跡の景観支障
木の伐採を進めるとともに、マツ等の植栽密度が高く暗い雰
囲気のためあまり活用されていない馬場跡自体の空間改善の
ための樹木の枝打ちや伐採等にも取り組み、遠足利用などの
団体客の休憩スポットにも利用いただけるような明るい広場
とします。なお、本取組は、高木・密生化する樹林地におけ
る落枝、倒木などの事故の未然防止にも繋がるものです。
薄暗い印象のある馬場跡
エ 公園特性を熟知した独⾃の取組
⻑年、本公園の維持管理を行う中でノウハウを蓄積するとともに、箱根の気象特性等
を熟知した地元出身のスタッフにより、公園特性を踏まえた維持管理を行ってきまし
た。平成 30 年度より女王蜂捕獲作戦を実施したところ、平成 30 年度から、これまで蜂
刺され事故はなく、飛来している数も格段に減少するなど効果がみられています。
管理基準外管理
獣害等対策
⼥王蜂捕獲作戦

・山上門跡から二百階段への園路等の箱根⽵の生垣形成と剪定管理、藤棚の剪定
・イノシシによるヤマユリの⾷害を防ぐための電気柵の設置と運⽤
・主に⼥王蜂のみが活動している 5 月頃より、園路から離れた場所に蜂誘引捕獲器を複数
設置し巣作りの指揮を執る⼥王蜂を効果的に捕獲
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＜令和４年度実施内容＞
（1）ア 高水準な植物管理の実施 重点
○新たな花の見どころをつくる
・遊歩道沿いのシャガの植栽

・駐車場周辺のヒガンバナの植栽の準備

（1）イ 美しい景観の保全

○馬場跡の景観阻害木の伐採等 重点

・馬場跡の樹木伐採等の景観改善

（1）ウ 遺構、野鳥・コケ等の保全
○コケの魅力発信に取り組む

（1）エ 安全・快適な空間を維持
○きめ細やかな凍雪害対策

（2）ア 早期の異常発見と速やかな修繕、⻑寿命化の取組み
○巡視と点検（全園一⻫施設点検パトロールの実施）
○速やかな安全対策と⻑寿命化の取組み

（2）イ 事故等を未然に防止する凍雪害対策

○注意看板の設置等の事前準備と降雪時の作業

（2）ウ 主な施設の維持管理・安全対策
○湖畔展望館の維持管理

○園路・階段等の維持管理

（3）ア 清掃業務

○利用実態に合わせた臨機応変な点検・清掃

（3）イ 受付業務

○多言語案内、ピクトグラムの拡充

（3）ウ 警備業務等

○夜間の機械警備

（4）ア 遺構や動植物の保全、樹林地の保全と安全管理
○遺構や動植物の保全

○自然環境の保全 一部拡充

・コケ等の貴重な植物の保護・育成

（4）イ 高水準な植物管理
○高水準な樹木管理

○花の名所となる維持管理 拡充・新規（新たな花のみどころづくり 重点）
・遊歩道沿いのシャガの植栽（再掲）

・駐車場周辺のヒガンバナの植栽の準備（再掲）

（4）ウ 美しい景観の確保と改善

○景観評価調査指針に基づくエリアごとの方針に沿った維持管理 重点・拡充・新規
・B 馬場跡の樹木伐採等の景観改善（再掲）

・C 遊歩道沿い斜面にシャガを植栽（再掲）

・D 駐車場周辺のヒガンバナの植栽の準備（再掲）

○眺望の改善と明るい広場空間の創造 拡充（景観改善と明るい広場空間づくり 重点）

・馬場跡の樹木伐採等の景観改善（再掲）

（4）エ 公園特性を熟知した独自の取組み
○獣害対策と女王蜂捕獲作戦
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計画書４「利用促進のための取組」
(１) 公園の特性や利用状況(繁忙期・閑散期等)、新しい生活様式などの社会状況に応
じて、多くの利用を図るために実施する事業の実施方針、内容等(有料施設は除く)
「皇室ゆかりの庭園」としての歴史と品格、高水準な庭園美、富士山と芦ノ湖の眺望
といった公園そのものの魅力に加え、利用者に喜んでいただけるサービスやプログラム
の提供によって、より多くの方に本公園を利用していただけるよう、積極的な利用促進
を図ります。
ア 離宮の歴史に思いをはせる感動のおもてなし
(ア) 本公園の魅⼒を活かした各種イベントの開催
■花のイベント
かつて皇室の離宮であった歴史に因み、ロイヤル
ローズを含めたバラ展や牡丹の展示など花の見ご
湖畔展望館の雰囲気を 春の牡丹展
活かしたバラ展
ろに合わせた花のイベントを開催し、バラやボタ
ンは展示後には里親として利用者に安価で販売します。また、年間を通じて本公園の
魅力を感じていただけるように周辺のイベント等に合わせた園内イベントや飾りつけ
等を充実します。
＜花の見ごろと主なイベントカレンダー＞

季節・周辺の⾒どころ
園内イベント
４月
サクラ
春の牡丹展
５月
ツツジ
野点、演奏会
６月
フジ、シャガ
バラの展示
7月
ヤマユリ
七⼣飾り
8月
アジサイ〔芦ノ湖花⽕〕 離宮の自然満喫ﾂｱｰ
9月
ヒガンバナ
ミュージアムリレー
※〔 〕内は、本公園の周辺一帯で開催されるイベント。

10 月
11 月
12 月
１月
２月
3月

季節・周辺の⾒どころ
シモツケ
紅葉
富⼠山の雪化粧
サザンカ〔箱根駅伝〕
逆さ富⼠
フクジュソウ

園内イベント
秋の野点
菊の展示
クリスマスツリー
冬の牡丹展・門松
サクラソウ展
雛飾り

■和⽂化イベント
箱根地域がインバウンド観光の代表的な目的地となっている
ことを踏まえ、外国人観光客にもお楽しみいただける野点、雛
飾り、尺八演奏などの和文化イベントを充実します。
■体験型イベント
芦ノ湖と富士山への
本公園内の魅力の一つであるコケを活かした苔玉づくりやタ 眺望を楽しみながら
行う野点
ネダンゴづくり、ミニチュアこけしづくりなど、幅広い来園者
に人気の高い体験型イベントを充実します。
(イ) ゆったりと眺望を楽しむ湖畔展望館の活用
・湖畔展望館２階からの素晴らしい眺望をゆったりと楽しんでいた
だけるように窓辺に椅子とテーブルを配置し、バルコニーを開放
・地元の銘菓や記念となるオリジナル商品の販売により、皇室ゆか
りの雰囲気を楽しめるサービスを提供(自主事業として実施)。

※詳細は計画書 5(1)ア参照

お茶と菓子で休憩

イ 離宮の歴史と⾃然を学ぶ機会を充実
しながら富士山の
(ア) おもてなしタグの設置
眺望が楽しめる湖
公園の歴史や景観、花木、鳥など、本公園の見どころや魅力を園内 畔展望館
各所で案内し、回遊性を高めます。
■おもてなしタグ 重点
園内の見どころや景観スポットなど、約 20 か所に設置し、多言語で公園の歴史、
花や木、苔、鳥などを案内します。(大学との連携事業)
16
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(イ) 離宮紹介展示の充実【拡充】
県や地元等と連携して未発掘資料の収集を継続し、箱根
離宮自体や離宮が置かれた塔ケ島半島に関する写真や地
図、文字資料のほか、宮内庁公文書館からの入手資料、震
災により倒壊した離宮部材が移築された沼津市立愛鷹小学
校の資料などにより湖畔展望館展示室の展示を充実しま
す。
さらに、「皇室ゆかりの庭園ツーリズム」と連携して新
離宮時代の歴史を伝える
たに展示コーナーを設け、湖畔展望館での展示の充実を図
湖畔展望館の展示室
ります。また、離宮時代の痕跡が残る山上門跡(門柱頭)な
どの見せ方や案内を強化していきます。
(ウ) 公園ガイドツアーの魅⼒アップ【拡充】
現在、実施している広く公園全体の案内をする「公園ガイドツアー」に加え、歴史
や自然をテーマにした多様なプログラムを充実します。

＜多様なプログラム案＞

プログラム例
登録記念物⾒どころ巡りツアー
箱根関所と連携した歴史ツアー
(ミュージアムリレー)
離宮の自然満喫ツアー
野鳥観察ツアー
皇室ゆかりの庭園ガイドツアー

具体的な内容
国の登録記念物(名勝地関係)として公園の魅⼒を解説
県⽴生命の星・地球博物館主催のミュージアムリレーのイベントとして、箱根関所と本
公園でリレー形式で一体的に⾏うガイド
箱根固有種やコケ類など、離宮特有の自然環境を解説
おもてなしタグでの説明など野鳥を観察するツアー
皇室ゆかりの庭園を巡るツアー

(エ) 公園の特徴であるコケの説明板による紹介

(公財)平岡環境科学研究所と協働で作成した本公園の「コケマップ」を基に作成する
コケ類についての説明板によりコケの紹介と PR を行います。
ウ 連携により周遊観光を推進
(ア) 「皇室ゆかりの庭園ツーリズム」協議会による連携 重点
皇室ゆかりの庭園ツーリズムの構成庭園である沼津御用邸記念公園、秩父宮記念公
園、三島市立公園楽寿園や協議会メンバーとなっている各自治体及び観光協会、交通
事業者などと連携し、SNS を活用した一体となった PR やイベントチラシの作成、４
庭園ＰＲイベント、４庭園同時開催の「菊の展示」、スタンプラリーなどを行い、首
都圏及び中部圏からの観光客の誘客を促進します。また、本公園は、このツーリズム
協議会の運営についても、積極的に関わり、今後も円滑な運営に寄与していきます。
(イ) 周辺施設や小田急グループとの連携 重点 【拡充】
・これまでの周辺施設や小田急グループとの連携を更に強
化し、回遊性を高めるイベントを実施するとともに、公
園でのキッチンカーによる飲食サービスや星空観察会な
ど、来園者に喜んでいただけるメニューを順次展開
連携イベント時キッチンカー
・箱根関所と本公園及び、箱根駅伝ミュージアム
や成川美術館など周辺観光施設等との連携を図
り、箱根芦ノ湖「夢」劇場と題したイベントポ
スターやチラシによって、周遊を促進します。
エ 利用者のニーズをふまえてサービスを向上
本公園には、子ども、高齢者、障がい者、さ
箱根関所との共同イベント
らには外国人等の幅広い方が訪れるほか、芦ノ （大名行列とミュージアムリレー）
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湖周辺施設を巡る多くの観光客が駐車場を利用します。こうした点を踏まえ、すべて
の利用者が快適に本公園を利用できるよう、以下のサービスに引き続き取り組みます。
(ア) ホスピタリティ溢れる接客
利用者との双方向コミュニケーションを重視したホスピタリティ溢れる接客をし、
利用者ニーズに沿ったおもてなしをします。また、国際観光地箱根に存する公園と
して、職員全員が、公園のみならず、周辺観光施設の情報も共有し、案内します。
(イ) 多⾔語表記のパンフレットや案内板の設置、多⾔語おもてなしタグでの園内紹介
日本語・英語・中国語・韓国語でパンフレットや園内案内表記、更に多言語での
おもてなしタグにより園内を紹介します。
(ウ) 電気⾃動⾞による送迎
園内の高低差を考慮し、歩行の困難な利用者のために、電気自動車による湖畔展
望館までの送迎や自車での利用を受け入れます。
(エ) レンタサイクルによる周遊の促進
本公園を中心に芦ノ湖周辺の箱根関所や杉並木などの観光スポットを周遊する観
光客にレンタサイクルを提供します。
オ YNU 神奈川の美しい広葉樹林 50 選スタンプラリー」の実施
本公園は、横浜国立大学が実施した、県内の美しい広葉樹林を紹介する「神奈川の
美しい広葉樹林 50 選」に選定されています。そこで、同大学と協働で「YNU 神奈川
の美しい広葉樹林 50 選」スタンプラリーを実施し、県内の広葉樹林の保全再生や機
能活用への県⺠理解の促進、ウィズコロナ・ポストコロナ下での県⺠の健康増進に寄
与します。
・協力内容：スタンプラリー台の場所の提供
・実施時期・場所：令和 4 年 4 月初旬〜・湖畔展望館エントランス
カ 繁忙期・閑散期の対応策
本公園は、桜の見頃時期、GW、お盆、紅葉時期は利用が多い一方で、梅雨(6 月)は
利用が減少するとともに、冬季(12〜3 月)については、路面の凍結や積雪により交通障
害もたびたび発生することから、繁忙期に比べ利用は極端に減少しています。このため、
繁忙期には快適な利用環境の提供、閑散期には利用促進が課題となっています。
(繁忙期)桜や紅葉シーズンなど観光客が多い時期には、知名度アップや PR も考慮し
つつ、来園者の集中を避けるため、⻑期間に渡って開催でき、個々で鑑賞できる
「花の展示」など効果的なイベントを開催します。また、混雑を緩和するため、公
共交通機関や平日利用を誘導し、混雑時間などの情報発信も行います。
(閑散期)梅雨時の閑散期には人気の高いバラの展示を開催します。冬は、富士山が一
番きれいに見え、風のない湖面が平らな朝には湖面に映る逆さ富士も楽しめること
から、外国人観光客が比較的多くなる「春節」の時などを捉えて、その美しさをＰ
Ｒするとともに、早春の彩を添えるサクラソウの展示などを開催します。
キ 新しい生活様式への対応
公園は、コロナ禍においても、人々が屋外の新鮮な空気の中で、緑に癒されながら
散歩や休息を行い、心身の健康を維持する場として、社会的に重要な機能を有する場
所となっています。
本公園においても、感染防止対策を徹底しながら、3 密を避けることのできる屋外
での花の展示や演奏会など、ニーズに沿ったサービスの提供等を行うことにより、社
会インフラとしての公園機能を最大限発揮してまいります。
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ステージ１ 平常時
感染対策の必要のない時期に
おいては、これまでの提案を確
実に実施

ステージ２
感染対策を講じた利⽤促進
感染防止対策を講じつつ、公園の魅
⼒を発揮するプログラムの実施

ステージ３
緊急事態宣言等
密を回避した公園利⽤の提
案

■ステージ 2 における対応
・国や県の指針に従い、施設利用や公園イベント開催にあたっての留意点などを利用
者やイベント共催者に周知
・密の回避や利用者の健康状態の把握等対策を行ったうえでのイベント開催
【イベント開催時におけるコロナ感染予防対策】
イベントを開催するにあたっては、県の対処方針に則って開催の可否を判断すると
ともに、本公園で策定した「都市公園等における新型コロナウイルス感染症対応ガイ
ドライン(イベント編)」に沿った対策を講じながら開催します。
・参加者の検温や体調確認、手洗い又は消毒等
・イベント参加者に対しマスク着用(運動中等は除く)、咳エチケット等の指導
・参加人数を減らして密を防ぎ、貸出資材及び器物等随時消毒
・イベント参加者名簿を作成し、連絡先を把握
■ステージ３における対応
・イベントに頼らない密を回避した公園利用の提案(おもてなしタグ等のセルフガイド
プログラムの充実)
・園内放送や園内掲示による密の回避やマナーの呼びかけなど、皆が気持ちよく公園
を利用できる環境の整備
・ホームページや SNS で、湖畔展望館からの富士山の眺望などを伝え、平常時に来園
される方への事前情報として、ステイホームで公園の景観を楽しんでいただく
(２) 有料施設における利用者増及びサービス向上に資する事業の実施方針、内容
有料施設の運営にあたっては、利用者ニーズを的確に把握し、利用者サービスの向
上を図るとともに、効率的に運営し、できる限り収益をあげることで、その収益を公
園の維持管理経費に充当し、県の効率的な行政運営にも貢献します。
ア 条例別表第 5 の有料公園施設
該当なし
イ 駐⾞場
＜駐車場の運営概要＞
■駐⾞場を拠点とした周辺地域周遊の促進
期間 通 年
箱根地域の幹線道路沿いに位置する駐車場
時間 7:00〜21︓00
の立地特性を活かし、芦ノ湖周辺の観光施設
大型⾞ 9 台・普通⾞ 62 台
台数 (うち⾝障者⽤ 3 台・軽自動⾞⽤ 1 台)
との連携による周遊を促進し、駐車場の利用
二輪⾞ 10 台
促進を図ります。

※駐車場料金設定等の運用方法は計画書 6 参照

■キャッシュレス化など多機能駐⾞場機器の導入による利便性の向上
・職員不在時でも、精算機付属のインターフォンとライブカメラにより利用者がコンタ
クトセンターにアクセスでき、リモートで減免手続きや緊急時の対応を実施
・感染症対策(接触機会の低減)、利便性向上の観点から、電子マネーや交通系 IC カード
ほか、各種カード決済での支払いが可能な精算機を設置
■繁忙期やイベント開催時、観光バス等⼤型⾞利用時の駐⾞場対応
・繁忙期や特異日(芦ノ湖夏まつりウィーク、箱根駅伝)など駐車場の混雑が予想される
日には、駐車場の満車に伴う一般道路への入庫待ちが発生しないよう駐車場出入口に
交通誘導警備員を配置。場内についても職員等による交通誘導を実施。こうした対応
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8月
により、円滑な案内誘導と歩行者の安全を確保
2021
・混雑緩和対策として、過去の⻑年の経験と実績に基づ
1
2
3
4
5
6
7
いた「駐車場混雑予想カレンダー」を作成し、公園ホ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ームページに掲載【新規】
22
23
24
25
26
27
28
・観光バス等大型車が進入する際は、普通車との錯綜な
29
30
31
どを避けるため、安全対策として職員による誘導を実 ■余裕があります ■多少混雑します ■混雑します
施
混雑カレンダー
ウ ⾃動販売機
設置場所
湖畔展望館(1 台)、駐⾞場(3 台)
利用者サービスの向上や夏期の
湖畔展望館︓清涼飲料⽔(1 台)
熱中症対策のため、利用の多いエ 販売品目
駐 ⾞ 場︓清涼飲料⽔(2 台)、アイス(1 台)
リアを中心に自動販売機を設置し 設置台数
合計 4 台
ます。 ※自動販売機の料金設定等 営業期間
通年(湖畔展望館除く︓年末年始休館のため)
日曜日

月曜日

⽕曜日

⽔曜日

木曜日

⾦曜日

土曜日

運営方法については計画書６参照

■販売品目の⼯夫
・本公園は、標高が高いところに位置しているため、平野部より気温が低く「HOT」
「ICE」の切り替えのタイミングが売り上げを左右。過去の実績と経験を踏まえ、自
動販売機業者に適切な切り替えのタイミングを指示
■事故防止対策
＜自動販売機の運営概要＞
【防犯システム】現金盗難防止のための各種ロッ
【防犯システム】
ク(バーロックやアームロック)を設置／高頻度の現
③
②
金回収の周知／地元警察との連携(情報共有、迅速
な通報(被害届)、重点パトロールの依頼等)
①
【転倒防止】地震等による転倒防止のため、ＪＩＳ
【転倒防止】
①バーロック／②アームロック／③
規格『自動販売機の据付基準』に応じた据付方法で
高頻度現金回収の周知
固定し、利用者の安全を確保
■各種機能
災害支援ベンダー(大規模災害発生時に、公園職員の判断で機内の飲料を利用者に
無償提供)／バリアフリー対応(車いすでも購入しやすい機種)／自動販売機は、環
境に配慮したソーラーパネルやヒートポンプ、ピークシフト機能を有するエコ・
ベンダーなどの機種を積極的に採用／キャッシュレス対応／・自販機横に設置す
るゴミ箱はきめ細かな分別が可能なリサイクル対応のものとし、取組みについて
看板等で PR(県の「プラごみゼロ宣言」に賛同した取組)
(３) 多くの利用を図るために⾏う広報、情報発信の⼯夫等
私たちは、国際観光地「箱根」 ■数値目標
を訪れる多くの方に「皇室ゆかり ホームページの更新回数を月 10 回以上
の地である離宮公園」「箱根で美 公園だより(チラシ)春・夏・秋・冬年４回
しい富士山が見える場所」として 箱根ナビ、小田急ボイス ４回/年以上
の本公園の魅力を知っていただく 皇室ゆかりの庭園共通チラシ広報 ３回/年以上
ために、マスメディアや関係機関への情報提供、国の「ガーデンツーリズム登録制度」
による広域的ＰＲ、グループ構成員である小田急箱根グループとの連携等、多様な手段
を通じて積極的な広報活動を展開します。
ア 歴史と品格ある「皇室ゆかりの庭園」として積極的に広報
「箱根離宮」跡地としての本公園の歴史と自然の魅力を、一層アピールします。
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(ア)「離宮跡地」という公園の歴史を知っていただくＰＲ強化
本公園は、地元住⺠には「離宮公園」と呼ばれていますが、実際には、離宮だっ
たことを知らない利用者が多いのが現実であり、箱根関所に立ち寄り帰ってしまう
観光客も見受けられます。そこで、由来を知らない観光客に対して「離宮公園」と
しての認知度を向上させるため、公園 HP のほか、SNS を活用した PR を強化しま
す。
(イ)「箱根で美しい富⼠⼭が⾒える場所」としての富⼠⼭の景⾊を発信【新規】
遠方の方でも本公園の眺望を楽しめるよう、本公園ホームページで SNS 配信を行
い、本公園より見える富士山の景色を全国に向けて発信。
「箱根で美しい富士山が見
える場所」として本公園の広域的なＰＲを図ります。
(ウ) 国登録記念物指定公園間での連携強化
これまでも強羅公園・箱根美術館との共同パンフレット作成など連携協働を行っ
てきましたが、ともに国登録記念物(名勝地関係)に指定されたことを契機に、相互
のパンフやイベント情報の提供など連携を図ります。
(エ)「皇室ゆかりの庭園ツーリズム」協議会による各企業との連携強化
協議会の会員である地方自治体、観光協会、鉄道・バス等交通事業者など各企業
の広報媒体を活用した広域的・効果的な PR を展開します。
イ WEB を活用した広報・PR 戦略
ホームページと SNS を活用し効果的な広報を行います。
方法
公園ホームページ
SNS
Facebook、Twitter
Instagram

内容
継続的な掲載が可能な媒体であり、次のような公園の基本情報を掲載
利⽤サポート情報(多目的トイレなど多様な利⽤者に向けた情報)／園内施設情報／散
策マップやガイドブックの作成・ダウンロード版の掲載／公園へのアクセス情報
即時性と拡散性を活かしタイムリーな情報を発信︓駐⾞場の満空情報／開催が近づい
たイベントの詳細情報／季節の⾒どころ情報／花の開花情報／富⼠山の景観等

ウ グループ構成企業等との連携による広域的な広報
重点
小田急箱根 HD が運営するホームページ「箱根ナビ」、小田急グループの鉄道車両
内等での広報を強化し、広域的な広報に努めます。
方法

内容
・箱根地区において小田急グループが運営する宿泊施設や主要交通結節点へ公園情報
公園情報のＰＲ
誌「公園だより」や公園パンフレット配架
・「小田急箱根ナビ」などへ公園の季節の情報やイベント情報を掲載
小田急線沿線での公園 ・小田急線の駅構内や電⾞内の広告枠を利⽤し、公園ポスターを設置
ＰＲ
・ランドフローラ運営のフラワーショップでの公園パンフレットを配架
・小田急グループが発⾏する「箱根フリーパス」に恩賜箱根公園の緑賜庵が参加し、箱根フ
小田急箱根フリーパスな
リーパス利⽤施設として PR を実施
どとの連携
・フリーパスの利⽤者に対し、緑賜庵のメニュー料⾦の割引を実施
グループ企業との連携
・グループ代表や小田急グループ、日⽐⾕花壇グループの各管理施設での広報

エ 箱根地区、県⻄部の地域団体等との地域連携によるＰＲ
周辺観光施設との広報連携やパンフレットの相互配架、地元の情報媒体も活用し、
地域のネットワークを活かして情報を発信します。
連携先

箱根関所等周辺施設
地元メディア
箱根町観光協会
箱根 DMO

連携内容
・箱根関所など周辺施設への回遊を促進するため、周辺施設で構成する観光振興の連絡
会が作成する箱根芦ノ湖「夢」劇場と題したイベントポスター・チラシの配架と掲示
・パンフレット等の相互配架、イベントポスターの掲示
・地域情報誌、タウンニュース等への情報提供
・箱根地域でのる観光案内所、観光施設、宿泊施設へ公園パンフレットや情報誌を配架
・観光協会への「公園だより」等の配架
・箱根町観光協会等湯本地区の関連施設に公園紹介ポスターの掲示
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神奈川県⻄部地域ミュ
ージアムズ連絡会
(WESKAMS)
県⻄地域活性化
プロジェクト
「未病いやしの⾥駅」
大涌⾕周辺施設
神奈川県・箱根町
地元自治会

・箱根関所、箱根強羅公園、箱根湿生花園、箱根ガラスの森美術館など加盟施設との情
報交換、相互 PR 協⼒
・県⻄地域の美術館連携によるミュージアムリレーへの参加
・県⻄地域活性化プロジェクトの「森の駅」登録、「まる得クーポン」参加による情報誌 PR
・大涌⾕駐⾞場や箱根ロープウェーなどとの連携による広報・PR による周遊促進
・県広報紙「県のたより」、箱根町「広報はこね」への掲載依頼
・地域自治会と連携し、回覧板や掲示板等を活⽤した情報提供

オ 広域的に情報発信するための幅広い媒体の活用
独自ツールのほか、マスコミ等とも連携し広域的に発信します。
情報発信方法

独自の広報ツール
マスコミ
外部ホームページ
交通広告

具体的内容
・グループ代表 HP、恩賜箱根公園 HP・SNS（Facebook・Twitter・Instagram 等）
・公園情報誌「かながわパークナビ」(年２回発⾏)
・イベントポスター、チラシを園内や関係施設で掲示・配布
・テレビ、ラジオ、新聞等への花やイベント情報の積極的な掲載依頼
・情報誌、ガイドブック等への情報提供、掲載依頼
・県情報サイトの活⽤
・「かながわ Now」(観光)、「PLANET かながわ」(生涯学習)等
・小田急グループ各社やガーデンツーリズム協議会会員でもある伊⾖箱根グループと連携した
鉄道・バスの⾞内等での広告
・駅構内へのポスター掲示・リーフレット配架 等

カ 公園のイメージアップに繋がるイベント、キャンペーンの開催
園内イベントとともに外部イベントの場も活用し、公園の認知度向上のためのキャ
ンペーンを強化します。特に、「皇室ゆかりの庭園ツーリズム」協議会構成員との連
携を強化します。
方法

フォトコンテスト開催
【現⾏毎年】
離宮にふさわしい
イベントの開催
外部イベント等でのＰＲ
グループ代表マスコット
キャラクターの活⽤

内容
・県⽴公園を対象とした「花とみどりのフォトコンテスト」を開催
・⼊賞作品を紹介する写真展を各公園や病院等で開催
・⼊賞作品を使ったオリジナルカレンダーの制作・販売

・公園の魅⼒を活かしたイベントを開催し、公園のイメージアップブランディングを図る
・『皇室ゆかりの庭園ツーリズム』協議会ＰＲイベントの実施
・マスコット「コーちゃん＆エンちゃん」が公園や地域イベントに出演し、知名度
向上を図る

■指定期間中の年度ごとの公園利用者数の目標値
本公園は、観光地にある公園であり、海外からの観光客も含め、県外や県内他市町
村からの利用者が大半を占めています。こうした特性から、新型コロナウイルス感染
症の影響による観光需要の減が利用者数に影響を与えることが懸念されます。また、
近年では箱根山の火山活動や大型台風などの自然災害の影響を受けています。
こうした状況ではありますが、利用者ニーズを踏まえたイベント開催やサービスの
提供、様々な広報連携による、本公 350
平成 29〜令和元年度
348
平均利用者数：343 千人
園の眺望や歴史的価値等の PR など 348
347
346
により、利用促進を図り、平成 29 346
345
344
年度から令和元年度の平均利用者数 344
に対し、毎年 1,000 人ずつ増加させ 342
令和4年度
令和5年度
令和6年度
令和7年度
令和8年度
ることを目指します。
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＜令和４年度実施内容＞

（1）ア 感動のおもてなし
○各種イベントの開催
○湖畔展望館の活用
（1）イ 歴史と自然を学ぶ機会を充実
○おもてなしタグの設置 重点
・おもてなしタグの設置
○離宮紹介展示の充実 拡充
・湖畔展望館改装工事のため展示充実に向けて準備
○公園ガイドツアーの魅力アップ 拡充
・多様なプログラムを充実
○公園の特徴であるコケの説明版による紹介
（1）ウ 連携により周遊観光を推進
○「皇室ゆかりの庭園ツーリズム」協議会による連携 重点
・各種取組の実施
○周辺施設や小田急グループとの連携 重点・拡充
・各種取組を実施するための準備
（1）エ 利用者のニーズをふまえてサービスを向上
○ホスピタリティ溢れる接客
○多言語表記のパンフや案内板の設置、多言語おもてなしタグでの園内紹介各取組実施
○電気自動車による送迎
○レンタサイクルによる周遊の促進
（1）オ YNU 神奈川の美しい広葉樹林 50 選スタンプラリー」の実施
○同大学と協働で「YNU 神奈川の美しい広葉樹林 50 選」スタンプラリーを実施
（1）カ 繁忙期・閑散期の対応策
○（繁忙期）快適な利用環境の提供
○（閑散期）利用促進
（1）キ 新しい生活様式への対応
○感染防止対策の徹底
（2）イ 駐車場
○駐車場を拠点とした周辺地域周遊の促進
・各種取組を実施するための準備
○キャシュレス化など多機能駐車場機器の導入による利便性の向上
○繁忙期やイベント開催時、観光バス等大型車利用時の駐車場対応 一部新規
・
「駐車場混雑予想カレンダー」を作成し公園 HP に掲載
（2）ウ 自動販売機
○販売品目の工夫 ○事故防止対策 ○各種機能
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（3）ア 歴史と品格ある「皇室ゆかりの庭園」として積極的に広報
○「離宮跡地」という公園の歴史の PR 強化
○「箱根で美しい富士山が見える場所」として富士山の景色を発信 新規
・SNS を活用した PR 強化
○国登録記念物指定公園間での連携強化
○「皇室ゆかりの庭園ツーリズム」協議会による各企業との連携強化
（3）イ WEB を活用した広報・PR
○ホームページと SNS を活用
（3）ウ グループ構成企業等との連携による広域的な広報
○小田急箱根 HD が運営するホームページ「箱根ナビ」の広報強化、小田急グループの
鉄道車両内等での広報強化 重点
（3）エ 箱根地区、県⻄部の地域団体等との地域連携による PR
○周辺観光施設との広報連携やパンフレットの相互配架
○地元の情報媒体も活用し情報を発信
（3）オ 広域的に情報発信するための幅広い媒体の活用
○独自ツールのほか、マスコミ等とも連携
（3）カ 公園のイメージアップに繋がるイベント、キャンペーンの開催
○「皇室ゆかりの庭園ツーリズム」協議会構成員との連携を強化
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計画書５「⾃主事業の内容等」
(１) 公園の特性をより効果的に活かすために⾏う⾃主事業の内容等

ア お茶処緑賜庵
本公園ではこれまで、利用者の利便
性を高め、サービス向上を図るため、県の管理許可を受け、
飲食物販施設として茶屋「お茶処緑賜庵」の運営を行ってき
ました。今後も、自主事業については利用者のニーズを的確
に把握し、それに沿った運営を行います。また、収益は、緑
の普及や公園の魅力向上等の公益事業の財源とします。
場

所

湖畔展望館 2 階
お茶処「緑賜庵」

販売品目
お抹茶と主菓子のセットをはじめ、コーヒーと洋菓子のセット
等の飲⾷提供及びその他土産品等の販売

お茶処緑賜庵
営業期間
(通常期)⾦・土・日・月・祝日
(繁忙期※︓毎日営業)
※4・5・8・10・11 月、夏休み

(ア) 事業の内容
離宮時代の⻄洋館を模した湖畔展望館の 2 階にあるお茶処「緑賜庵」では、富士山
と芦ノ湖の絶景というロケーションを活かし、飲食サービスや土産物販売により、お
客様を「おもてなしの心」でお迎えします。
■喫茶の営業
箱根離宮の高貴な雰囲気を感じていただけるように、抹茶やコーヒー等の飲み物を
提供します。なお、運営の中で、お客様の要望等も踏まえ、メニューの見直しなど適
宜実施します。
■ガーデンツーリズムオリジナル商品の販売
国土交通省ガーデンツーリズム制度に登録された構成
庭園のオリジナルクリアファイルや、ガーデンツーリズ
ム登録を記念し恩賜箱根公園と地元銘菓がコラボレーシ
ョンした和菓子を販売しています。これらのオリジナル
商品は、ガーデンツーリズムの構成庭園の 1 つである三島
市立公園楽寿園で開催されたガーデンツーリズムの PR イ
ガーデンツーリズム
ベントでも特別販売し、好評だったため継続して販売し
登録記念の販売商品
ます。
■障がい者支援施設が制作した商品の販売
障がいのある方々が制作した和柄の巾着等を販売し、障がい者の就労を支援します。

和柄の巾着
小物類
土産物販売コーナー
コケシ作り体験
NPO 法人わかば会と連携し、お土産として障がい者の方が制作した商品を販売します。

■その他の販売品
公園絵葉書／寄木細工木札／オリジナルカレンダー 等
(イ) 料⾦設定の考え方
本事業の料金設定については、⺠間も含めた同様の施設、近隣施設などの料金も
考慮した上で、公の施設として相応の料金を設定し、県小田原土木センターの許可
を得て実施します。
(ウ) 事業の実施体制など具体的な内容 直営で実施します。
■安全衛生管理
食品衛生上の管理運営を徹底／店舗に食品衛生責任者を配置／保健所の許可(飲食
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店営業許可等)、消防署への届出(防火対象物使用開始届)等を適切に実施
イ 管理事務所等での物販
・グループ代表が企画する「花とみどりのフォトコンテスト」の入賞作品を中心に構
成する「花とみどりフォトコンテスト入賞作品カレンダー：1 部 500 円（税込）
」を
パークセンター等で販売
・公園のオリジナルポストカードを作成し公園利用者の記念になるお土産を販売
場

所

湖畔展望館 2 階
お茶処「緑賜庵」
湖畔展望館 1 階
公園管理事務所

販売品目
お抹茶と主菓子のセットをはじめ、コーヒーと洋菓子のセット
等の飲⾷提供及びその他土産品等の販売／オリジナルカレ
ンダーの販売
公園絵葉書、寄木細工木札及びその他土産品等販売／
オリジナルカレンダーの販売

＜令和４年度実施内容＞
・記載内容を適切に実施します。
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営業期間
(通常期)⾦・土・日・月・祝日
(繁忙期※︓毎日営業)
※4・5・8・10・11 月、夏休み
年末年始を除く通年営業
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計画書６「利用料⾦の設定・減免の考え方」
(１) 利用料⾦の設定(有料施設がある場合のみ)
駐車場、自動販売機の料金設定及び駐車場の減免については、⺠間も含めた同様の施
設、近隣施設などの料金や減免方策も考慮した上で、公の施設として相応の料金を設定
し、県小田原土木センターの許可を得て実施します。
ア 駐⾞場
料金設定は普通車、大型車、二輪車に区分し、自動車は時間制料金とし、二輪車は
1 回制料金とします。また、芦ノ湖夏まつりウィークや箱根駅伝開催日の混雑時間帯
は 1 回制料金とします。
＜駐車場の運営方法＞
期間
通 年
時間
7:00〜21︓00
台数
大型⾞ 9 台・普通⾞ 62 台(うち⾝障者⽤ 3 台・軽自動⾞⽤ 1 台)・二輪⾞ 10 台
区別
大型⾞
普通⾞
二輪⾞
通常期
850 円／時間 320 円／時間
利⽤
★芦ノ湖夏まつりウィーク
2,500 円／回 1,000 円／回
料⾦
110 円／回
★箱根駅伝︓1 月 2 日
6,800 円／回 2,500 円／回
★箱根駅伝︓1 月 3 日
1,700 円／回 1,500 円／回

実施体制
業務委託内容
指導監督方法

駐⾞場は機械化し、出⼊庫管理や精算等は委託／委託事業者の指導監督及び場内清掃や繁
忙期の誘導等の現場対応を直営で実施／場内での交通誘導整理及び利⽤者への観光案内を
目的として駐⾞場職員を極⼒地元から採⽤し配置／場内での事故等は駐⾞場職員が初期対応
し、必要に応じて委託業者と連携し迅速に処理
売上⾦収納、釣銭補充、機械点検・修繕、職員不在時の機械を通した減免対応等
日々の売上報告、機械の点検状況等について監督、必要に応じて指導を実施

※駐車料金、減免対象の他、駐車場管理の基準については、「恩賜箱根公園駐車場管理
基準」を作成し、県小田原土木センターの許可を得て同基準に基づき管理します。
イ ⾃動販売機
自動販売機については、専門業者へ設置管理及びフルオペレートを委託し、販売品目
や防犯対策、省エネ等について適切に指導します。
＜自動販売機の運営方法と委託内容＞
販売価格
実施体制

業務委託内容
指導監督方法
事故防止対策

飲料 110 円〜220 円程度（缶、ペットボトルなど）アイス 140 円〜200 円程度
専門業者へ設置管理及びフルオペレートを委託
商品補充、品質管理、容器回収、売上⾦収納管理、釣銭補充、機器修繕、事件や事故発生時
(機器破損等)の対応
販売品目、防犯対策、省エネ等について監督し必要に応じて指導／月次売上報告、機器の点検
状況等について監督し、必要に応じて指導
現⾦盗難防止のための各種ロック(バーロックやアームロック)を設置／⾼頻度の現⾦回
収の周知／地元警察との連携(情報共有、迅速な通報(被害届)、重点パトロールの依頼
等)／転倒防止対策

(２) 減免の考え方(有料施設がある場合のみ)

ア 駐⾞場
ユニバーサルな対応を推進する観点から、以下のように駐車場料金を減免します。

減免
対象

・全額免除の対象
(1)社会福祉事業を展開する社会福祉法人等非営利団体が事業のために公園を利⽤する場合
(2)地域的な市⺠の組織が公共的目的で社会活動、体育活動を公園で⾏うため利⽤する場合
(3)国、県、市町村が⾏政目的のために主催する⾏事又は事業に参加する団体が利⽤する場合
(4)⾝体障がい(児)者、知的障がい(児)者、精神障がい者が公園施設を利⽤する場合
(5)公共的団体が公共の⽤に供するために公園を利⽤する場合
・５割免除の対象
電気自動⾞で駐⾞場を利⽤する場合で、神奈川県産業労働局産業部エネルギー課が発⾏する『神奈
川県ＥＶ・ＦＣＶ認定カード』を提示した場合ただし、神奈川県が『ＥＶイニシアティブかながわ』を推進す
る期間に限る

27

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・恩賜箱根公園
減免
対象

・駐⾞後最初２時間を免除とする場合
義務教育諸学校、高等学校、幼稚園及び保育所の児童又は生徒が、学校の教科として公園を利⽤す
る場合

イ ⾃動販売機
減免はありません。
但し、大規模災害発生時に、公園職員の判断で機内の飲料を滞留者や避難者に対し
無償で提供します。
＜令和４年度実施内容＞
・記載内容を適切に実施します。
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計画書７「利用者対応・サービス向上の取組」
(１)接客や利用者との対話、公園利用ルールの利用者への助⾔、指導等の考え方
ア 基本的な接客や利用者との対話の考え方
子どもから高齢者、障がい者、外国人等、誰もが安心・安全・快
適に公園を利用していただけるよう、スタッフ全員が以下に掲げる
おもてなし五箇条を理解・実践し、利用者との双方向コミュニケー
ションを重視したホスピタリティ溢れる接客をします。グループ代
表及びランドフローラが公園等の管理運営で培った接客ノウハウに
加え、小田急箱根 HD が観光施設等の運営で培ったノウハウを導入
し、接客対応の向上を図ります。公園利用者がこの公園を利用して
公園スタッフが着用
「本当に良かった」と思える接客を行います。
するユニフォーム
また、本公園は、観光地箱根に立地していることから、公園の眺
望ポイントや見どころなどの情報だけではなく、周辺施設の観光情報を全職員が共有し、
利用者案内を行います。
おもてなし五箇条
【笑
顔】常に明るく笑顔で応対します。
【挨
拶】お客様に積極的に挨拶をします。
【身だしなみ】ユニフォームを着⽤し、名札を⾒やすい位置につけ、お客様に声をかけていただき
やすいよう、身だしなみを清潔に保ちます。
【誠
実】問合わせや苦情には、相手の気持ちに寄り添い、誠意をもって応対します。
【 カ イ ゼ ン 】お客様との対話を通じて利⽤者ニーズを把握し、サービス向上につなげます。

イ 接客や利用者との対話の具体的な取組
■利用案内の手引き(仮称)の作成【新規】
本公園の基本情報、利用ルール、施設の利用案内、花や歴史遺構の見どころ情報、
周辺施設の観光情報、交通案内等、利用者から聞かれることが多い事項を記載した
手引きを作成し、全職員が携帯します。接客対応の際には、記載内容をもとに全職
員が共通した認識で対応します。
■おもてなしバッグの携帯
コミュニケーションボード、公園パンフレット、近隣観光マップ、飲料水、救急
セット、ゴミ袋、公園利用案内の手引き(仮称)をいれた「おもてなしバッグ」を携
帯し、様々な対応に備えます。
■窓口での対応
管理事務所の窓口のみならず、駐車場スタッフ、外勤スタッフを含め、挨拶を忘
れずに明るい笑顔で応対し、情報を共有することにより、相手の問合せ等を的確に
把握し、親切、丁寧に判りやすく対応します。
■電話やメールでの対応
駐車場の利用(開場時間や料金等)に関する問合せが多いため、事務所内に駐車場
基本情報を掲示し、問い合わせに対して迅速に答えられるようにします。
■情報の共有による利用者サービスの向上
日々の朝礼や情報伝達ツール(事務所内の情報ボード、業務連絡ファイル)、所内
会議(月 1 回)を活用してイベントや見どころ、維持管理作業計画等の公園に関する
様々な最新情報に加え、利用者からの要望やご意見についてスタッフ全員で共有す
るとともに、より良い改善策を話し合い、サービスの更なる向上につなげていきま
す。遺失物に関しては、管理台帳によりスタッフ間で情報を共有し、「施設占有者
のしおり(神奈川県警察本部)」に則り適切に処理します。
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■ユニバーサルなサービスの提供
子どもから高齢者、障がい者、外国人等、誰もが安心・安全・快適に公園を利用
していただけるよう、ユニバーサルなサービス※を提供します。

※詳細は計画書 7(3)参照

ウ 公園利用ルールの利用者への助⾔、指導等の考え方
すべての利用者が公平・公正に気持ちよく公園を利用していただけるよう、条例や
規則に違反している場合や危険な行為、他の利用者の迷惑となる行為等はもとより、
本公園では犬のノーリード、無許可でのドローン使用なども禁止しています。
また、利用者相互の安全確保として、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため
のルール※を策定しました。※詳細は計画書９(2)参照
■利用ルールの策定
条例や規則等に規定された利用ルール以外に、利用者間の調整等のために策定が
必要なルールについては、利用者や利用団体等から多様な意見を聴取し、県とも協
議したうえで、公平・公正な利用ルールを策定します。
＜利用ルールの主な項目＞
項目
利⽤マナーの向上
施設の適正な利⽤方法
受動喫煙に関するルール
園内の自然環境の保全
新型コロナウイルス対策

主な指導内容
ポイ捨て・⽕遊び・自転⾞等の乗り⼊れ・破壊⾏為・⽴⼊禁止区域への侵⼊・
ドローンの使⽤等の禁止、犬のリード着⽤
湖畔展望館展示室(順路、大声を出さない等)
健康増進法及び神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づい
た屋外での配慮及び特定の施設における禁煙
動植物採取の禁止、動物へのエサやり禁止等
マスク着⽤、消毒の徹底、ソーシャルディスタンスの確保等

■利用ルールの周知等
これらの利用ルールはピクトグラムを用いるなどの工夫をしながら、園内看板、
ホームページ、パンフレット等で広く周知します。対面でルールを説明する際は、
複数での対応を基本とし、相手の立場、気持ちに配慮して対応します。
エ マニュアルの整備や研修によるスキルの向上
ホスピタリティ溢れる接客をするため、接遇マニュアルの整備と研修を行います。
■接遇マニュアルの整備
言葉づかいから身だしなみ、電話対応、クレーム対応まで、接客対応に必要な内
容が網羅された接遇マニュアルをグループ代表本部で整備しています。
■研修の実施
接遇研修
日常の接遇チェック
花の知識に関する研修
ロールプレイング研修
ユニバーサル研修

・接遇マニュアルをもとに接遇研修(新規採⽤時及び年 1 回)
・小田急箱根 HD が観光施設のスタッフ向けに実施する接遇研修などを受講
・朝礼時の挨拶唱和、⾝だしなみチェック(毎日)
・接遇マニュアル内のチェック表を⽤いた実施状況の確認(月 1 回)
・他公園を含めた苦情データベースや公園モニター結果の情報共有(随時)
・花に関する質問に答えられるよう、専門知識を有するランドフローラのスタッフによる園芸
植物の知識に関する講習等を実施(年 1 回)
・利⽤指導や苦情対応については、より細やかな対応ができるよう、実際の場⾯を想定
したロールプレイング研修を導⼊(年 1 回)
受付スタッフはユニバーサルなサービスを推進するため次の研修を受講
・グループ代表本部が実施する手話講習会(講師︓神奈川県聴覚障害者連盟)
・箱根町地域包括支援センターが実施する認知症サポーター養成講座
・グループ代表本部が実施する⾞椅子・視覚障がい者等の誘導を学ぶ研修
(講師︓神奈川県障害者自⽴生活支援センター)
・神奈川県が実施する心のバリアフリー推進員養成講座
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(２) サービス向上のために⾏う利用者ニーズ・苦情の把握及びその内容の事業等への
反映の仕組み等
公園を利用されている方のみならず、これから公園を利用する可能性のある潜在的
利用者を含め、「①ニーズや苦情を的確に把握」「②分析」のうえ、「③運営を改善」す
ることで、「④利用者満足度の向上、新規利用者の獲得」を図ります。
※ニーズの把握手法
公園利用者

① ニーズ・苦情の把握

ア．日常の利用者との対話

公園利用者

通常の業務の中で把握
イ．メールや電話での意見・苦情等受付
公園へのメールや電話による意見や
苦情、要望の内容から把握

ア.日常の利用者との対話
イ.メールや電話での意見・苦情等受付
ウ.利用者満足度調査（詳細・簡易）
エ.イベント参加者アンケート
オ.公園モニター
カ.インターネット上の情報収集

ウ．利用者満足度調査

利用者対面式による詳細アンケート
調査（年2回）
パークセンター内で常設実施する簡
易アンケート調査

潜在的利用者
キ.関係機関、事業者へのヒアリング
ク.地域社会動向に関する情報収集

エ．イベント参加者アンケート

イベント参加者へのアンケート調査

オ．公園モニター

②分析
・指定管理者、グループ代表やＪＶ各社本部での分析
・専門家（グリーンサポート指導員、大学等）と連携した分析
・苦情要望データベースに蓄積された事例との比較・分析
・利用者満足度調査の分析

③改善

一般公募したモニターにより園内状
況をチェック
カ．インターネット上の情報収集
情報サイト等の口コミやレビューか
ら情報収集
潜在的利用者

・指定管理者による改善、新規サービス提供
・県への改善要望⇒県による改善

キ．関係機関、事業者等へのヒアリング

④ 利用者満足度向上・新規利用者獲得
改善結果を踏まえ、再びニーズの把握、サービスの向上を図る

教育機関や地域団体、旅行会社、企
業等へのヒアリングにより、学校利
用や観光、CSR等、新たな公園利用
ニーズを把握

ク．地域社会動向に関する情報収集

地域の人口推計、インフラ整備状況
等に関する情報収集

苦情・要望データベースの構築
グループ代表では、専用のデータベースソフトを用いて、グループ代表が管理する
公園の苦情や要望等の対応事例を蓄積しています。対応事例をニーズの分析に活用す
るとともに、事例を蓄積していき、全公園の対応力向上を図ります。
(３) 外国⼈、障がい者、高齢者等誰もが円滑に施設利用するための、コミュニケーショ
ンにおける⼯夫及び必要に応じた支援の方針
外国の方への多言語での対応に取り組むほか、「ともに生きる社会かながわ憲章」の
趣旨を踏まえ、障害者差別解消法に基づく障がい者への合理的配慮、高齢者への配慮、
子育て世代が安全・快適に利用できる環境を整え、ユニバーサルな対応を推進します。
バリアフリー対応の状況やユニバーサルな対応の内容はホームページやパンフレット、
園内看板等で情報提供します。
また、公園利用者や外部の専門家との対話や意見聴取の機会を積極的に設け、常に
サービスの改善に努めます。
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ア 外国⼈利用者への対応
本公園は国際観光地「箱根」に位置していることか
ら、外国人観光客の方も多数ご来園いただいています。
次の取組により、外国人にとってわかりやすく、快適・
安全な利用環境を提供するとともに、かながわ国際交流
財団と連携した外国人モニターのチェックにより、利用
自動翻訳機
ピクトグラムの例
環境の向上に取り組みます。
【利用案内】JIS 規格に準じたピクトグラムによる案内を設置／ホームページ、パン
フレット、標識類の４ヶ国語言語対応／翻訳機器や翻訳アプリで対応／英語コミュ
ニケーションボードの設置／公共交通機関の多言語案内の配布／湖畔展望館内にフ
リーWiFi を設置／かながわ国際交流財団が作成した「やさしい日本語でコミュニケ
ーション」を参考に「やさしい日本語」を用いた各種案内の導入
【安全確保】作業時の制札や立入禁止区域の多言語表記と「やさしい日本語」表記
イ 障がい者への対応
合理的配慮により、障がいのある方(身体、知的、精神、心身の機能障害等)とその家
族、支援者、介助者等が利用しやすいサービスを提供し、心のバリアフリーを念頭に
おいた利用者対応に取り組みます。
■物理的環境への配慮：パークセンターや駐車場管理詰所で車いすの貸出／バリア
フリーマップの提供／園内への車両乗入れ対応／身体障がい者向けサービスの周知
／車いす利用者の目線を意識した展示の作成
■意思疎通の配慮：【視 覚】点字の案内看板、点字パンフレット／読み上げ機能に
配慮したホームページの運用／神奈川県「色使いのガイドライン」に則った園内掲
示物や配布物の作成
【聴 覚】手話講習会受講職員による対応／コミュニケーションボードの設置／筆
談対応／電話以外の問合わせツールの用意(ホームページ、メール、FAX)
【その他】「ほじょ犬マーク」の表示／知的障害者等との会話は、ゆっくり、丁寧に
対応／障害者の支援者、介助者等も含めた丁寧な対応
ウ 高齢者への対応
本公園は駐車場と主要施設である湖畔展望館の高低差が約 30m あるため、園内への車
両乗入れ対応や職員による電気自動車での送迎を行います。
車いすの貸出／園内への車両乗入れ対応／認知症サポーター養成講座を受講した職
員による対応／パークセンターでの老眼鏡、ルーペの貸出
エ 子育て世代への対応
中央広場を中心に親子連れの利用が多く見られます。誰もが楽しめる公園として、湖
畔展望館内のトイレにおむつ交換台を設置する等により子育て支援策を充実します。
おむつ交換台の設置／子ども用便座の貸出／掲示物へのルビ振り

(４) 神奈川県⼿話⾔語条例への対応
神奈川県手話言語条例の制定を受け、グループ代表本部において職員研修として手話
講習会を開催し、受講した職員を窓口に配置するほか、コミュニケーションボードの活
用や筆談や大きな声で対応する用意ができていることを示す「耳マーク」をパークセン
ターに掲示します。手話を使いやすい環境をつくるため、朝礼、月例会議で手話の反復
練習を行うほか、利用者への手話の普及啓発に取り組みます。
職員への教育

・手話講習会の開催(年１回)
・手話の反復練習の実施(朝礼、月例会議)
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手話の使⽤環境
聴覚障がい者の利⽤環境向上
手話の普及啓発

・手話講習会を受講した職員による応対
・コミュニケーションツール(コミュニケーションボード)を設置
・電話以外の問い合わせツールの⽤意(メール、FAX)
・周辺施設との協働による手話講習会の開催

提案内容の実現に向けたバックアップ体制
■本部のバックアップ体制
グループ各企業では、提案を確実に実行するため、本社(本部)の組織において、各
種研修やクレーム対応のバックアップ体制を整えています。
■公益事業としての予算の充当
＜令和４年度実施内容＞
ピクトグラムの設置や点字パンフレット、４か国語対応ホームページ導入等にあた
（1）ア 基本的な接客や利用者との対話の考え方
り、指定管理料のほか、グループ代表の公益事業の独自財源「SDGｓ推進事業積立資
○おもてなし 5 箇条の実践
産」も活用して予算を確保します。
（1）イ 接客や利用者との対話の具体的な取組み
○利用案内の手引き(仮称)の作成 新規
・利用者から聞かれることが多い事項を記載した手引きを作成し全職員が携帯
○おもてなしバックの携帯
○窓口での対応
○電話やメールでの対応
○情報の共有による利用者サービスの向上
○ユニバーサルなサービスの向上
（1）ウ 公園利用ルールの利用者への助言、指導等の考え方
○利用ルールの策定
○利用ルールの周知等
（1）エ マニュアルの整備や研修によるスキルの向上
○接遇マニュアルの整備
○研修の実施
（2）サービス向上のために行う利用者ニーズ・苦情の把握及びその内容の事業への反映の仕組
み等
（3）外国人、障がい者、高齢者等誰もが円滑に施設利用するための、コミュニケーションにお
ける工夫及び必要に応じた支援の方針
（4）神奈川手話言語条例への対応
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計画書８「日常の事故防止、緊急時の対応」
(１) 指定管理業務を⾏う際の公園の特性を踏まえた事故防止等の取組内容
日常の事故防止においては、想定されるリスクを事前に管理し、リスクの発生による
損失を回避し、不利益を最小限におさえる「リスクマネジメント」の考え方を取り入れ、
リスク抽出、分析・対策立案、実行、再評価により事故の未然防止を図ります。
リスク抽出

リスク分析・対策

業務への反映と研修

業務上のリスク洗い出し
利⽤者・職員の視点の採⽤
過去の事故、ヒヤリハット履歴確認

緊急度に応じたリスク分析
急を要す事案への即時対応

対応結果のハザードマップへの反映

⻑期的な対応への暫定措置、県協議

リスクマネジメント研修による意識向上

特 性

半島地形
(急斜面)への対応
急激な気象変化への対応
施設の⽼朽化への対応

事故・不祥事防止会議、ミーティング

主なリスクとその対応
起伏の激しい地形の公園で急階段や斜⾯での転倒事故、気象災害による斜⾯の崩
落等の可能性がある ➡(対応) 急斜⾯には土留めを設置し斜⾯崩落を軽減
標高 700m に位置し、雷⾬、積雪等の急激な気象変化が頻発する ➡(対応) 気象
情報の収集と園内放送や HP による来園者等への周知および飛散物撤去

※計画書 10(1)ア参照

樹林の高木化や施設(湖畔展望館等)の⽼朽化➡(対応) 枯損木の早期発⾒と除
去及びこまめな保守等※計画書 8(1)イ、同(2)参照

ア 事故防止の体制
園⻑を危機管理責任者とした園内体制及びグループ構成団体本部(本社)の支援体制を
確立するとともに、関係機関や地域と連携した体制強化、情報共有、巡視の徹底等に
より事故の未然防止を図ります。
グループ代表本部

ランドフローラ
小田急箱根 HD
情報共有
必要に応じて対応

夜間・年末年始
における安全対
策・機械警備

夜間・年末
年始の体制

夜間及び年末年始などの勤務時間外は建物施設の施錠を行い、機械警備を実施／緊急事
態が発生した場合、緊急連絡網に基づき、園⻑または副園⻑等が連絡を受け急行／特に
年末年始は公園職員やグループ代表本部職員も当番制により待機

■事故不祥事防止会議 グループ代表本部及び各園⻑等で構成し、これまでの公園管
理ノウハウと事故やヒヤリハット事例をもとに事故情報の共有と再発防止策を検討・
実施しています(原則月１回)
■定例会議・毎朝の作業前ミーティング等 園⻑、副園⻑、公園管理主任、グループ
企業主任による月 1 回の定例会議や毎朝の作業前ミーティング等を行い、作業計画や
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作業内容に応じた安全管理事項の確認、他公園での事故事例の
共有等を行い、安全管理レベルの向上を図ります。
イ 具体的な事故防止の取組
(ア) 施設別の安全対策
日頃の巡視点検を安全管理の基本ととらえ、点検と連動した速
毎朝の作業前
やかな安全対策を行います ※詳細は計画書３(2)ア(イ)参照
ミーティング
■“慣れ”と“⾒落とし”を防ぐ⼯夫 各園路等を毎日異なる職員
が巡視することや、逆回りの巡視など、普段の点検の慣れと見落としを防ぎます。
■「全園⼀⻫施設点検パトロール」 グループ代表の公園管理運営士資格を有する職
員による施設点検を行い(年１回)、その結果を公園職員と共有し、改善策をともに考
え、実行します。
主な施設

園路・広場

二百階段
湖畔展望館

安全管理のための具体策
・園路広場の不陸、陥没、段差の有無、木柵、ベンチ、デッキの腐⾷等点検
・丸太階段の横木や杭木の腐朽、手すり部分のボルトの緩みなどを重点的に点検
・転倒防止のため、大⾬後・大雪後の土砂や落ち葉の清掃、除雪を速やかに実施
・湖畔路の急な木製階段は空洞の有無を重点的に確認
・急階段等には転倒注意喚起看板の設置
・気象変化情報の収集と園内放送による来園者への周知
・急斜⾯には土留めを設置し斜⾯崩落を軽減
・凍結のため冬季通⾏止め
・暖房施設や空調施設など各種設備の修繕履歴等を踏まえた日常点検、定期点検の徹底と早
期修繕

(イ) 日常作業の安全確保
■来園者に対する安全確保
作業時間の配慮

・来園者の多い土日祝日や子どもの多い時間帯の作業の抑制

作業エリアの確保

・明るい時間帯での作業エリア安全確認、小石等の飛散リスクが低い
安全性の高い刈払機の使⽤徹底、小石の飛散等が起きる可能性
のある機械作業にあたっては、来園者が作業エリアに⽴ち⼊らないよう
に⽴⼊禁止措置

草刈バリカン

来園者への周知

・作業場所、作業内容等を看板等で来園者に事前周知

農 薬使 ⽤ の軽 減

・農薬の使⽤は、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」、「病虫害雑草防除基準」

と適正使⽤

に基づき安全管理のもとで実施

データベース化

・類似事故防止のため事故情報データベース化による施設間の情報共有

■作業員の安全確保
作業前 ︓道具・体調のチェック、計画の作成・共有
・体調や作業内容、適切な服装や保護具の確認、視覚環境の確認(見通しがきくか)
・熱中症防止のため、熱中症指数計の携行や暑さ指数(WBGT)を加味した作業計画の作
成(作業環境が悪い場合の事前中止や延期を含む)、水分補給、空調作業服導入の促進

作業中 ︓確実な保護具着用、周辺安全確認
・労働安全衛生法に基づく適切な保護具(保護メガネ、安全靴、プロテクター)の着用
・作業内容に応じた監視役の配置や適切な休憩
・スズメバチ対策(トラップ設置、ポイズンリムーバー、駆除スプレーの携帯、スズメバチ
のアレルギー検査の受診等)の実施

作業後 ︓ふりかえり、次回への反映
・ヒヤリハットの確認と次回作業への反映、適切な現場の片付け、後処理
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■ルールの徹底のための抜き打ち検査
日々の安全確認に加え、安全管理が適切に履行されているかを確認するため、年 2
回協会本部職員等が抜き打ちで検査を行います。
ウ 防犯対策
(ア) 園内での具体的な防犯対策
死角となる箇所での犯罪防止、施設へのいたずら防止等のため、毎日のパトロール
を基本に、園内掲示や放送、警察との連携により防犯対策を講じます。
■パトロールの充実強化
日常パトロールや園内利用者からの情報により、園内の樹林地や生垣の見通し確保、
園路灯の点灯チェック、トイレ周辺等の死角の減少

＜重点パトロール箇所＞

毎日の巡視で特に重視する視点
具体な施設・場所

・不審物、不審者の有無、痕跡確認、施設の破損、落書き等
「駐⾞場トイレ」「⾞廻しトイレ」「湖畔展望館脇トイレ」「弁天の鼻展望台」
「休憩所」

■犯罪の起こりにくい環境づくり
死角の除去

・園路沿いの死角となる茂みの除去

不法投棄等の早期発⾒・早期対策

・タイヤなどの不法投棄や観光客等のポイ捨てなどの早期発⾒と処理

情報伝達の迅速化

・園路に位置情報ポストを設置し事故現場の位置情報の伝達に活⽤

緊急⾞両対応

・警察消防⾞両の進⼊路の支障物除去

■緊急時の迅速対応確保

(イ) 地域と⼀体となった防犯対策
■公園の活性化による防犯
来園者への積極的な声掛けなどで、地元来園者等と顔の見える関係を築くことに
より、地域に見守ってもらえる公園とし、犯罪を防止します。
■地域の関係機関(市町村、⾃治会、警察、消防等)との連携
犯罪や事故情報に関する情報の共有やイベント等の開催情報の共有を図り、地元
の警察や消防、自治会と顔の見える関係を構築します。
≪子ども 110 番の家≫子どもや女性、地域住⺠が何らかの犯罪被害に遭いそうになっ
て助けを求めてきた場合などに、その人を保護するとともに、警察署、家族等へ連絡
する等の措置を行う「子ども 110 番の家」に登録、地域防犯の一翼を担います。
【新規】
エ 防火対策
・消防法に基づく「消防計画」を建物施設の災害対応マニュアルとして活用
・建物施設が改変された場合等には必要に応じて計画の見直しの実施
・たばこの投げ捨て禁止や喫煙マナーの周知等、火気禁止のルール徹底
・定期的な消防設備の点検、日頃から電気製品及び周辺環境の整備(漏電防止の徹底)
を行うとともに、必要に応じて消防署の指導を受けるほか、消防署の指導のもと消
防訓練を実施
・不審者情報があった場合は必要に応じて巡視強化、警察への巡視要請
オ 安全管理のマニュアル等の整備
職員全員が安全管理の意識を共有し、一貫した対応とチェック体制を構築するため、
次のようなマニュアルを整備しています。
恩賜箱根公園安全管理マニュアル：安全管理の基礎となるマニュアル(事故発生時の
対応手順、各職員の役割、必要備品の保管数と場所、関係者連絡先等を記載)
施設点検パトロール実施要領：全職員が共有すべき点検方法をまとめたマニュアル
(点検の視点(園路、柵、遊具、樹木等)を記載)
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各種マップの整備：園内巡視マップ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ図)／危険個所マップ(ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ)
園内作業のマニュアル：
：草刈り、伐木等、作業種に応じた「作業手順書」／過去に発
生した事故に繋がりかねない事象をまとめた「ヒヤリハット事例集」
カ 安全管理を確実に実⾏するための研修等
労働災害防止、安全と健康の確保のため、労働安全衛生法に基づき、安全衛生推進者
を配置するとともに、OJT から外部研修まで、職員の意識や技能向上のための研修を行
います。
新規採⽤職員への教
育と日々の取組
定期的な研修
必要に応じた
外部研修の受講

・新規に職員を採⽤する際には、労働安全衛生法に基づき安全衛生教育を実施
・毎日の朝礼で事故防止を唱和
・熱中症対策として、熱中症⽤の熱中症対策応急キットの⽤意と使い方を学習
・リスクマネジメントなどの安全研修を本公園で年 4 回実施
・園⻑・作業主任を対象とした全体安全管理研修を協会本部で年１回実施
・危険予知訓練(ＫＹＴ)を定期的に実施
・職員は、農薬の安全講習会、遊具の安全点検講習、特別教育等が必要な作業(刈払
機、振動工具、チェーンソー、丸のこ、研削といし取扱い等)の講習を受講
・⾷品衛生責任者はその作業をする職員全員が専門機関の講習を受講

(２) 樹林地の過密化や巨⽊化等に起因する災害を未然に防止する点検等の考え方
恩賜箱根公園は開園から 70 年以上が経過しており、全体的に樹木の巨木化等が進ん
でいます。こうした状況を踏まえ、日常の巡視において、園路沿いや広場付近など、来
園者の安全確保が重要な箇所を中心に、枯損木や枯れ枝の状況や病虫害の状況を確認し、
必要に応じて、伐採や樹木医による診断、病害虫防除等を速やかに行っています。
今後も、日々の巡視や状況に応じた安全対策を徹底するとともに、台風シーズンの前
には、集中的な点検を行い、災害の未然防止に努めます。
■日常の点検と対応
・広場内及び園路沿いの樹木で枝折れや倒木の危険性がある樹木をチェック
・樹木高所からの落枝の未然防止(折枝の処理)、枯損木の処理
・危険な生物(スズメバチ等)の目撃情報の収集、早期発見・早期対処
・危険な生物と対処を学ぶ研修実施
・防犯上の観点から、見通しの悪くなったエリアの樹木間伐
■集中的な点検と対応
・近年巨大化する台風等での倒木に備え、特に馬場跡エリアを重点に間伐や枝落とし
を実施
・斜面地に樹林が密生しており倒木等の危険性が高い区域(湖畔路エリア)における枯
損木や枯枝の発生等重点的にパトロール
(３) 事故・不祥事等の緊急事態が発生した場合や安全管理の妨げとなりうる事案を認
知した際の対応方法(対応方針には、利用者に外国⼈や障がい者、高齢者が含まれ
ていた場合を含む)
事故・不祥事等の発生時には、人命を最優先として「クライシスマネジメント」の考
え方を取り入れ、被害の最小化、二次被害防止、速やかな報告・情報共有、復旧等事後
対応、再発防止対策まで確実な業務フローにより対応します。
準備段階
職員の対応能⼒確保(資格取得・研修)
関係機関との連絡体制構築
対応訓練の実施

事案対応段階
迅速な初期対応
二次被害防止措置
関係機関へ連絡・報
告
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ア 事故発生時の具体的対応
・迅速な初期対応により人命を最優先とした対策を実施
・事故を認知した時点で、職員が救急キット等を携帯して現場へ急行し、傷病者の
応急措置を行うとともに、必要に応じて、救急車等の緊急車両の要請と車両進入
路を確保
・二次災害防止のため、事故現場の立入禁止措置等を実施
・応急措置後、速やかに県小田原土木センター及びグループ代表本部に報告し、対
応について協議
・夜間等職員不在時は、機械警備の委託先警備会社と連携して、緊急連絡網により
情報伝達を行い、状況に応じて緊急参集
現場急行

事故
発生

救急キット
AED携行

迅速な初期対応
・事故者の救助・安全確保
・二次災害防止措置
(立入禁止)

緊急性に応じ県小田原土木
センターへ第1報を連絡

事故報告

追加措置

県小田原土木センター
グループ代表本部
ランドフローラ本社
小田急箱根ＨＤ本社

・容体確認
・施設の復旧
・再発防止対策

必要と認められた場合
直ちに救急要請・警察へ通報

イ 事故後の対応(情報連絡・事後対応)
・事故・不祥事等が発生した場合は、速やかな県への第１報、その後の状況に応じ
「事故・不祥事に関する報告書」により、随時、適切に報告
・各公園に「再発防止会議」を設置し、事故原因の究明、再発防止対策の検討を行
いグループ代表本部に報告するとともに、公園の全職員に周知
・重大な事故等については、事故不祥事防止会議に加え、グループ代表本部に「事
故対策委員会」を設置し、対応方策、原因究明、再発防止対策、職員への啓発等
について協議(必要に応じグループ構成企業と情報共有)
ウ 安全管理の妨げとなりうる事案への対応
犯罪予告、不審物や不審者等、公園の安全な利用の妨げとなりうる事案については、
内容に応じ関係機関とも連携し、夜間等職員不在時も含め迅速な対応を図ります。
犯罪予告
脅迫や
不当な要求
不審物や
不審者情報

・速やかに県小田原土木センターに報告後、警察等へ通報、相談
・巡回の強化、利⽤者の避難誘導、施設の保全、記者発表やマスコミ対応について、県小田原土
木センターと調整を図りながら対応
・複数名で対応し、記録・警察等への通報など役割分担しながら毅然とした態度で対応
・状況に応じて、グループ代表の顧問弁護⼠や警察へ相談
・速やかに県小田原土木センターへ報告後、巡視の強化
・不審者を確認した際は速やかに県に追加報告と相談し警察へ通報
・不審物の場合は、現場の安全確保を優先し、県への報告と相談後、警察や消防へ通報
・不審者と思しき方への対応は人権に配慮し慎重に対応

エ 外国⼈、障がい者、高齢者が含まれていた場合の対応
■安全管理上の配慮が必要な事項
想定するケース
歩⾏が困難

情報伝達が困難
いつもと違う状況
への不安、混乱

対象者
高齢者、⾞椅子使⽤者、義⾜・人工関節使
⽤者、視覚障がい者、内部障がい者、妊婦等
聴覚障がい者、言語障がい者
高齢者、子ども、外国人
知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者
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対応内容
■バリアフリーマップを活⽤した段差の少ない
園路の案内、誘導
■貸出⽤⾞いすの提供
■避難時の職員同⾏
■筆談、コミュニケーションボードの活⽤
■注意喚起のチラシにはピクトグラムを掲載
■自動翻訳機、「やさしい日本語」の活⽤
■落ち着いた声で、ゆっくりとした会話
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■多⾔語や「やさしい日本語」の活用
元の日本語
やさしい日本語
ここに 座って ください
来園前に注意を呼び掛けるＳＮＳや現 こちらにおかけください
直ちに避難してください
今すぐ 逃げて ください
地の立入規制看板等に、多言語表記や
倒木による危険個所が 木が倒れています。危ないの
「やさしい日本語」を活用し、事故防止 あり⽴⼊禁止
で ⼊ることは できません。
につながる情報アクセシビリティの向上
“救護所”を伝える
を図ります。また、(一財)自治体国際化協
「やさしい日本語」
会が提供する「災害時多言語情報作成ツー
多言語表示の例
ル」も活用します。
■災害時多⾔語情報作成ツールの活用
緊急で掲示等が必要になった場合等には、(一財)自治体国際化
協会が提供する「災害時多言語情報作成ツール」を活用し、「や
さしい日本語」を含め、多言語の標示を行います。
■避難の補助、救護スペースの確保等
車椅子に加え、車椅子牽引補助装置を導入し、歩行が困難な
利用者の避難を支援します。また、管理事務所の休憩所を救護
車椅子牽引補助装置
スペースとして確保し、簡易ベッド等を常備します。
オ 不祥事事案(個⼈情報の流出、利用者等に対する傷害等)を認知した際の対応
■①不祥事防止策の徹底➡②発生時の迅速かつ誠実な対応➡③再発防止策
①組織として、日頃から研修などを通じて職員への不祥事防止の意識醸成を行うと
ともに、法令やグループ代表の「協会が保有する個人情報の扱いに関するガイド
ライン」など各種規程やガイドラインに基づき適切に業務を遂行することを徹底
② 不祥事が発生した場合は、すぐに被害の拡大防止と状況の把握を行うとともに、
組織として責任と誠意を持って、役割分担しながら、被害を受けた方への連絡と
謝罪、県への報告と早急な対応策の実施、警察やマスコミ対応などを行う。また、
被害者の損害についても誠意を持って対応
③ その後は再発防止に向けて、原因の究明や対策の検討等、組織として業務への反
映や改善
＜令和４年度実施内容＞
（1）ア 事故防止の体制
（1）イ 具体的な事故防止の取組
○施設別の安全対策
○日常作業の安全対策
（1）ウ 防犯対策
○園内での具体的な防犯対策
○地域と一体となった防犯対策
・
「子ども 110 番の家」に申請 新規
（1）エ 防火体制
（1）オ 安全管理マニュアル等の整備
（1）カ 安全管理を確実に実行するための研修等
（2）樹林地の過密化や巨木化等に起因する災害を未然に防止する点検等の考え方
○日常の点検と対応
○集中的な点検と対応
39
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（3）ア 事故発生時の具体的対応
（3）イ 事故後の対応(情報連絡・事後対応)
（3）ウ 安全管理の妨げとなりうる事案への対応
（3）エ 外国人、障がい者、高齢者が含まれていた場合の対応
○安全管理上の配慮が必要な事項
○多言語や「やさしい日本語」の活用
○災害時多言語情報作成ツールの活用
○避難の補助、救護スペースの確保等
（3）オ 不祥事事案(個人情報の流出、利用者等に対する傷害等)を認知した際の対応
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計画書９「急病⼈及び新型コロナウイルス等への対応」
(１) 急病⼈等が生じた場合の対応
園内で急病人やけが人が生じた場合には、「安全管理マニュアル」に従い迅速に対応
します。職員が病人の状況を把握した上で、病院や消防に連絡するほか、必要に応じて
心肺蘇生やＡＥＤの利用などの応急措置を施します。
全職員が冷静に急病人に対応できるよう、定期的な教育・訓練を行って技術習得とス
キルアップを図ります。
ア 急病⼈が生じた場合の具体的対応
■対応の流れ
※事象ごとの対応は別表記載
状況確認

応急手当

救急要請

報告

現場に急⾏

意識がない場合は心肺蘇生

必要に応じて要請

県小田原土木センター

傷病人の容体確認

AED の活⽤

進⼊経路の確保

グループ代表報告

＜主な傷病人対応の具体例＞
傷病の事象

対 応

園路等での転倒
蜂刺され

打撲・擦傷等症状の確認と応急処置
呼吸困難等の全⾝アレルギー反応があった場合は、直ちに救急⾞を呼ぶ、その他の場合
は毒針を取り除くなどの応急処置
ポイズンリムーバーを湖畔展望館管理事務所と公園管理員詰所、駐⾞場詰所に常備

熱中症

濡れタオル、冷却剤等の持参及び屋内、日影への誘導・搬送

施設異常を伴う場合

異常個所の確認と⽴⼊禁止措置等

■近隣医療機関の情報把握と提供
本公園近隣の病院等の連絡先、診療科、休診日や休日診療の有無等を把握し、救急要
請が必要ない場合においても、速やかな情報提供ができるように体制を整えます。
イ 救命に関する職員研修と備え
パート職員を含め、全職員が AED や応急手当に関する知識や技術を取得し、緊急時
に適切に行動できるように以下の講習会等も受講します。
(ア) 救命講習の受講
職員はパート職員を含め、普通救命講習を受講し、公園管理主任以上の職員は、３
年に１回、上級救命講習を受講しています。
普通救命講習

成人への救命処置(心肺蘇生法、AED を⽤いた
除細動)と、気道異物除去や止⾎法などの応急
手当)の講習

上級救命講習

普通救命講習の内容に加え、成人や小児・乳児
への救命処置や応急手当、ファーストエイド(三角
巾を⽤いた骨折などの外傷救護法や、熱中症・や
けどなどへの対応、事故等での頸椎損傷が疑われ
る傷病者への頭部保持等)、搬送法などについて
修得

幼児安全法支援員の資格取得
【新規】
園⻑、副園⻑等が、こどもに起
こりやすい事故の予防と手当に
ついて、乳幼児の一次救命処置
（心肺蘇生、AED を用いた電気
ショック（除細動）
、気道異物除
去）
、こどもの病気と看病のしか
たについて学び資格を取得

(イ) 防災訓練等におけるＡＥＤ取扱い訓練の実施
年２回実施する防災訓練の中で、避難訓練、消火訓練、ＡＥＤ取扱い訓練等を行い、
パート職員含めた全職員がＡＥＤを操作できるようにしています。
(ウ) AED の確実な配備
湖畔展望館管理事務所にＡＥＤを設置します。また、救急キットを常備して必要
に応じて応急処置を行います。
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(２) 新型コロナウイルス等の感染症に対する対応方針
ア 新型コロナウイルス感染症まん延防止のための取組
これまでのコロナ対応では、園内施設の利用制限
利用者・住⺠配慮の理解
やイベント中止など、社会情勢に応じて公園の利用
形態も刻一刻と変化していきました。また、外出自
感染防止対策
粛により公園に人が集中することで近隣住⺠から意
３つの柱
見が寄せらせることも多くありました。
職員の
施設管理の
コロナウイルス感染症の蔓延防止(発生させな
感染防止
対策徹底
い、拡大させない)はもちろんのこと、公園が市⺠
の身体的・精神的な健康維持活動のための場を提供
する重要な役割を担っているということにも十分留意し、取組を進めています。
具体的には、
「施設の管理・運営における対策徹底による利用者の感染防止」はもとより、
「利用者や周辺住⺠の理解促進」
「職員の感染防止」を感染防止対策の柱として、感染防止
の徹底を図りつつ、健康増進と憩いの場としての公園の管理運営を行っています。
これらの取組は、国や県の取組方針を遵守した上で、グループ代表が策定した「都市公
園等における新型コロナウィルス感染症対応ガイドライン」により、迅速・的確に実施し
ていきます。
(ア)日常利用における感染防止対策
利⽤者に協⼒を促す事項
利⽤者に協⼒を促す事

■体調が悪い時には利⽤を控え
る■時間、場所を選びゆずりあう
■人と人との間をあける■小まめ
な手洗い■咳エチケット■接触
確認アプリの導⼊

維持管理の対応
維持管理の対策

■手すり等利⽤者の接触部の消毒徹底■受
付等にシート等で飛沫防止■⾞椅子等貸出
物品は速やかに消毒■密となる時間帯の情報
提供■園内放送での密回避の呼びかけ■神
奈川県「感染防止対策取組書」の掲示

感染防止対策チラシ

(イ)感染防止を徹底するための各施設の管理
■各施設共通の対応

利⽤者に協⼒を
促す事項
維持管理の対応

■発熱等の症状がある場合は利⽤を控える ■利⽤前の手洗い消毒 ■人との距離を２ｍ
(最低１ｍ)確保 ■大きな会話、密接した会話を避ける
■⼊口受付等に手指消毒液を設置 ■窓口等に飛沫防止のシート設置 ■利⽤者が列にな
る部分には距離を示す目印表示 ■人の手が触れる部分の消毒・清掃 ■小まめな換気

■湖畔展望館 1 階展⽰室

維持管理の対応

■順路の設定 ■公園職員による定期巡回

維持管理の対応

■展望バルコニーに２ｍの目安となる目印を掲示 ■公園職員による定期巡回
■密を回避したテーブル配置 ■テーブル等利⽤後の設備消毒

■湖畔展望館 2 階休憩室
■売店・緑賜庵

■会計窓口のシート設置、コイントレーの使⽤等「外⾷業の事業継続のためのガイドライン」の徹底

(ウ)イベント時の対応

<イベント共通の対応>
■イベント参加者への検温、風邪等の症状確認 ■接触確認アプリの導⼊呼びかけ
■参加者の連絡先の把握 ■マスク着⽤、小まめな手洗い消毒の呼びかけ(マスクは熱中症等の対策が必要な場
合は除く)■受付場所や待機場所での密を避ける⽴ち位置表示
■主催者はイベント前後の不要不急の外出を避ける
※全国的な人の移動を伴うイベント又は参加者が 1,000 人を超えるイベントについては、神奈川県「新型コロナウイ
ルス感染症コールセンター」に事前相談を⾏ったうえで実施します。
※イベント参加者数については、国又は神奈川県からの指示に従って制限を設けます。

■観察会等体験イベント(例︓公園ガイドツアー等)

共通の対応に加え、■説明や案内等を⾏う際は拡声器等を使⽤するなど飛沫の発生、密集・密接を防ぐ
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■屋内の体験イベント(例︓たねだんごづくり等)

共通の対応に加え、■室内を常に換気■利⽤人数は 10 名以内

(エ)職員の感染防止対策

(体制)■各園の安全衛生推進者(衛生推進者)を感染症予防の責任者とし、職場でのルールの周知を図る■職員
の感染が疑われる場合は保健所に協⼒し情報提供を⾏う
(対策)■⾝体的距離の確保、マスク着⽤、手洗いの徹底■執務室の小まめな換気(毎時２回程度)■電話、パソ
コン、工具等の共⽤の回避や手洗い・手指消毒の徹底
(健康状態の確認)■出勤前の体温確認■朝のミーティングでの体調確認■37.5℃以上の発熱がある場合は医療
機関、保健所等の診断■体調不良時は年休等を取得し自宅療養
(働き方)■1 日の出勤は業務上最低人数としジョブローテーションを工夫■ユニフォームの小まめな洗濯■⻑時間労
働を避ける■時差出勤、テレワークの導⼊■会議、ミーティング等のマスク着⽤、間隔の確保
(休憩スペース等の利⽤)■対⾯での⾷事、会話を控える■常時換気■共⽤物品の消毒

(オ)利用者の感染が判明した場合の対応
・利用者から感染の報告があった場合は、速やかに県小田原土木センター、県都市公
園課、グループ構成企業の各本部・本社に報告
・各施設の感染対策を確認のうえ、利用者が接触した可能性がある場所の消毒等実施
・保健所等が行う感染経路確認等に情報提供を行い調査に協力
(カ)コロナ禍における災害時対応
大規模災害発生時には、公園の施設に帰宅困難者等の滞留、湖畔展望館での受け入
れが想定されます。県又は市の要請に応じて避難者の受け入れを行う際は、新型コロ
ナウイルス感染症防止に配慮した対応をとります。

受入時
・避難施設の窓口に受付を設け、非接触型
体温計を⽤いた体温計測、体調管理シー
トによる体調の把握を実施
・受付対応する職員は、マスク、手袋等を着
⽤のうえ、濃厚接触を避けるために 15 分以
内で交代

専⽤スペースを設けた受入れ
・湖畔展望館 1 階展示室
を体調不良者専⽤スペース
と定め、感染拡大の防止を
図ります。

物品の備蓄
・非接触型体温計
・マスク
・消毒液
・消毒⽤手袋
・間仕切り⽤簡易テント

■⾞による避難者への対応
いわゆるコロナ禍にあっては、密を避けた避難方法として、車での避難者が増加
することが予想されます。本公園は、神奈川県災害時広域受援計画において広域応
援活動拠点に指定されているため、駐車場での受け入れは難しいケースもあります
が、自家用車で避難してきた利用者に対しては、県小田原土木事務所や箱根町とも
協議しながら、出来る限り受け入れ、駐車場以外でも、車が入れる園路を一時的に
開放します。また、園内放送等を活用し、災害情報等の提供を行います。

イ その他の感染症等の対策
発生が懸念される多様な感染症についても、衛生管理、植栽管理等を徹底し、被害の
防止を図ります。
また、利用者に対し感染症に対する意識向上の啓発を行うとともに、症状や被害が確
認された場合には、関係機関への連絡など迅速に対応します。

＜想定する感染症等＞
ノロウイルス
売店、イベント時の
⾷品出店
蚊媒介感染症
(ジカ熱、デング熱)
鳥インフルエンザ

・調理者の健康管理の徹底、調理者の調理前後・トイレ等時の手洗いの徹底、調理場所・
器具の消毒(次亜塩素酸ナトリウム)や熱湯消毒
・嘔吐等処理の備えとして、処理セット(手袋、ビニール、消毒液等)を常備
・不要な⽔たまりをなくす(バケツ、植木鉢、⽵の切り株等の⽔除去)
・注意看板の設置(蚊への対策について注意喚起)
・虫よけスプレーの貸し出し(パークセンター等で貸出⽤のスプレーを常備)
・通常時︓不審死した野鳥を⾒つけた場合、マスク、使い捨て手袋を装着して、死亡した鳥を
素手で触らずに密閉し、段ボール箱などに⼊れ倉庫等に保管後、⾏政センターに報告
・県内で発生した場合等︓不審死した野鳥を⾒つけた場合、来園者が触る恐れがあるため、
半径 10m 以上について出来るだけ⽴ち⼊り制限処理を⾏った後、⾏政センターに報告
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豚熱(ＣＳＦ)

・園内の果実、野菜くずの管理や生ごみ等の速やかな清掃、園路脇の藪の刈込等、イノシシと
人との接触防止に努める

＜令和４年度実施内容＞
（1）ア 急病人等が生じた場合の具体的対応
（1）イ 救命に関する職員研修と備え
○救命講習の受講 一部新規
・幼児安全法支援員の資格取得
○防災訓練等における AED 取扱い訓練の実施
○AED の確実な配備
（2）ア 新型コロナウイルス感染症まん延防止のための取組
○日常利用における感染防止対策
○感染防止を徹底するための各施設の管理
○イベント時の対応
○職員の感染防止対策
○利用者の感染が判明した場合の対応
○コロナ禍における災害時対応
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計画書 10 「災害への対応(事前、発生時)」
(１) 異常気象(⼤雨、台風、熱中症アラート等)への対応方針(事前、初動、発生時、
応急復旧時)
異常気象に対しては、公園利用者や関係者(公園内事業者やボランティア活動者等)、
周辺住⺠、公園職員の人命を最優先に判断し行動することを対応方針とします。
大雨や洪水、台風などの風水害に対しては、県や箱根町の地域防災計画とともに、グ
ループ代表が作成した「県立都市公園等における災害(地震・風水害)対策活動指針」に
基づき、事前の備え、初動から発生時、解除後の応急復旧・報告の各段階をタイムライ
ンに沿って、迅速かつ適切に対応します。
ゲリラ豪雨や雷など、リスク出現から被害発生までのリードタイムが極めて短いリスク
については、情報収集後、速やかに避難誘導等を行います。
熱中症警戒アラートや高温注意報が発表された場合は、公園利用者に園内放送等で注
意喚起を促すとともに、作業員の熱中症対策を入念に実施します。
「県立都市公園等における災害(地震・風水害)対策活動指針」

地震・風水害時の体制表、緊急連絡網、対応フローや活動内容、パトロール重点箇
所、災害用備蓄資材の他、防災訓練や緊急参集訓練の実施内容を記載。日頃から災害
への備えを整えています。

ア 台風の接近、⼤雨洪水に関する対応
■的確な情報収集
テレビや関係機関からの情報、気象庁の「高解像度降水ナウキャスト」や箱根町防災
行政無線テレホンサービス等を活用しリアルタイムな情報を収集します。
■タイムラインに沿った具体的な対応(台風の例)
大雨の状況
台風の発生(３〜５日前)

気象情報
台風予報
台風進路予報

台風上陸のおそれ(１〜２日前)
台風の接近可能性が増す
（１日前〜12時間前）
台風の接近風雨が
徐々に強くなり始める

大雨・洪水注意報
大雨などの気象

公園の対応
・園内ハザードマップの確認・園内の巡視
・重点パトロールエリア：樹林地及び土砂災害警戒区域
(白鳥の池元箱根側)
・飛散の可能性のある物の片付け
園内各所に設置されているコーン

情報の発表
大雨・洪水警報

湖畔展望館前のテーブルと椅子
・防災用品の確認、TV・web等で情報収集

避難判断水位到達
・園内放送による注意喚起、屋内退避、帰宅呼びかけ

（６〜12時間前）

・園内の巡視(職員に危険が迫っている場合を除く)
必要に応じて、園路・施設等の立入禁止措置(県小田原

風雨が激しくなる
（約３時間前）

氾濫危険水位到達
台風の最接近・上陸
風雨が一層激しくなる

土木センター調整)

土砂災害警戒情報

・県への報告(警報発表時、状況変化があり次第随時)

記録的短時間
大雨情報

・周辺避難所等との情報共有

数十年に一度の大雨
・園内巡視(負傷者確認、施設異常確認(破損、倒木等))
台風通過後

警報等解除

・県への報告(警報解除時点、被害が確認され次第随時)
・危険個所の立入禁止措置、応急復旧

45

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・恩賜箱根公園

■体制の整備
・非常事態が予想される場合や県から指示があった場合には、職員の安全を確保したう
えで夜間待機。また、翌日早朝等にパトロールを行い、速やかに県に報告する。
・早朝等勤務時間外に発令された場合には、職員の安全確保、交通機関の状況を考慮し
ながら必要に応じて園⻑が総括責任者として職員を招集

※異常気象等の災害発生時の体制は、計画書８(1)アの事故防止の体制に基づき対応

イ ゲリラ豪雨や雷等への対応
■情報収集 アと同様。
■利用者への注意喚起等 大雨や雷注意報が発表された場合
には、園内放送による注意喚起、屋内退避等を呼びかけ
ウ 熱中症警戒アラートへの対応
■情報収集 環境省及び気象庁が発表する熱中症警戒アラー
トの情報収集を官庁ホームページや自治体メールマガジン
等で確認。アラートの発表がない場合でも、毎朝暑さ指数
(WBGT)を確認し職員で共有
■事前準備 事前に危険性を確認した場合は氷を多めに準
備。熱中症応急セットを配備
■利用者への注意喚起等 園内放送により休息や水分補給
の呼びかけ
WBGT
熱中症予防運動指数
33℃以上 熱中症警戒アラート発表
31℃以上 危険
運動は原則中止
28〜31℃厳重警戒
激しい運動は中止
25〜28℃警戒
21〜25℃注意

積極的に休憩
積極的に⽔分補給

熱中症応急セット
保冷剤、タオル、スポーツドリ
ンク（経口補⽔液）、うちわ
等※意識障害の疑いがある
場合は、⽔分は与えない
空調作業服
職員の熱中症
対策としてファン
のついた空調作
業服の導⼊を
促進します。

公園での対応

園内放送や巡回で木陰や屋内退避を呼び掛ける
園内で散策等をする場合、10〜20 分おきの休憩をとり⽔分・塩分
補給を促す
⽔分・塩分補給に加え、湖畔路など高低差の激しい園路を歩く場
合は 30 分おきに休憩をとるよう促す
散策の合間に⽔分・塩分補給を促す

エ その他気象災害(⼤雪警報)への対応
■情報収集 アと同様。
■利用者への注意喚起等 大雪警報が発令された場合は、その旨、来園者へ知らせ、
注意喚起します。また、公園ホームページで積雪状況をお知らせします。
(２) 公園の「震災時対応の考え方」に示す初動体制等への対応
ア 箱根町で震度４発生時
■配備体制
地震発生後 30 分以内(勤務時間外に発生した場合は、報道による情報収集。被害
発生の恐れがある場合は参集し現地確認。夜間の参集がなかった場合でも翌朝
8：30 までに県小田原土木センターやグループ代表本部に報告できるよう参集に努
める)にパトロール班を編成
■初動体制
・園内パトロール、利用者の安全確認、機能点検の実施
・負傷者がいる場合は、応急措置及び救急車の手配
・危険箇所等は立入禁止措置、園内放送等で利用者へ注意喚起、周辺交通情報等の確
認が取れた場合は帰宅を促す
・パトロール結果を随時県小田原土木センターに報告
（勤務時間外であっても、被害があった場合は､県小田原土木センターへ速やかに報告。）
・周辺住⺠等の避難がある場合は、湖畔展望館、中央広場などで受入れし、箱根町総
務防災課と連携して避難所への誘導などを実施
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イ 箱根町で震度５弱以上もしくは県内で震度５強以上、⼤規模災害発生の場合
■配備体制(勤務時間内に発生した場合)
総括責任者
・原則として当日勤務している全職員が配備体制(総
括責任者、次席責任者、パトロール係、支援係、連
次席責任者
絡係)に基づき対応
・グループ代表本部に「本部災害対策本部」、本公園
支援係
連絡係
に「現地災害対策本部」を設置し組織的に対応
・30 分を目途に初動体制を県小田原土木センターへ報告。
■勤務時間以外の参集体制
係名
主な業務
・園⻑は本公園に参集
連絡係
情報の収集と報告
・本公園勤務の有無に関わらず、グループ構成団
園内巡視、被害報告、利⽤
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ係
体で連携し公園近くに居住する職員が参集
者誘導、応急対策実施など
施設の点検、救援活動、物
・緊急時に落ち着いて適切な行動がとれるよう 支援係
資の管理など
に、職員は参集方法や参集公園が記された防災
カードを携帯
・職員は参集し次第、県小田原土木センターとグループ代表本部に報告
・震災発生後、30 分以内を目標に参集できたスタッフが初動対応を行い、２時間以
内に第一次応急体制を構築
・第 1 次応急体制の確立後、１時間以内を目途に要点検箇所の巡視を行い、被災状況
等を把握し、県小田原土木センターへ報告
・県内震度６弱以上の場合、第二次体制として配備人数を増やすとともに、現地対策
本部を設置し対応
◎時間外の体制確保
・年１回以上緊急参集訓練を実施し、本公園以外から参集する職員についても鍵の位
置や放送設備の使用方法について習得
・スケールメリットを活かした確実な参集体制 地元雇用を重視した通常の勤務体制
に加え、スケールメリットを活かし、本公園に速やかに参集可能なグループ代表及
びグループ構成団体スタッフも含めた緊急時参集体制を構築することで、30 分以内
の参集を目指し、県が示す初動体制の確立目安である「原則３時間以内」を十分に
満たす対応をとります。
ウ 初動時〜緊急時〜復旧・復興時の対応
大規模地震発生時には、県が示す「恩賜箱根公園の震災時対応の考え方」及びグル
ープ代表の「県立都市公園等における災害対策活動指針」のタイムライン(防災行動
計画)に沿って迅速かつ確実な対応を行います。
本公園は、神奈川県災害時広域受援計画において広域応援活動拠点に指定されてい
ます。発災時の応援の受入について、町や県と連携を図り、活動拠点としての機能が
発揮できるよう取り組みます。また、東日本大震災や熊本地震等では、公園を避難所
や仮設庁舎、仮設住宅、資材置き場等として活用された事例があり、こうした事例を
踏まえ柔軟な対応をとります。
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■タイムライン(防災⾏動計画)
★印は、県が示す「災害時対応の考え方」に即した対応を実施
係り

実

施

内 容

時系列

発

〜

〜

〜

４日

災

30分

３時間

３日間

以降

園内及び最寄避難所への避難ルートの安全確認・誘導
広域応援活動拠点スペースの安全確認、被災状況の把握
消防機関等の消火・救助活動支援

全体的な流れ

行政の要求に応じた仮設住宅スペースやがれき置き場の確保
と提供
コミュニティ憩いの場の確保と提供
➡湖畔展望館2階を想定
徒歩帰宅途上等での休憩場所の提供
➡湖畔展望館2階を想定

総括責任者

初動体制を確立し、役割を指示

次席責任者

BCPに基づく業務継続体制の確保

(総括責任者の
補佐不在時の代行)

園内の状況の取りまとめと報告
●初動体制報告（昼間30分を目途）

★

●情報収集、園内情報伝達

★

衛星電話やIP無線機を活用した県、消防等との連絡

連絡係

パトロール係からの情報を受け責任者へ伝達
●被災状況、体制等の状況報告

★

（随時、原則午前・午後に各１回）
安否関連情報（職員の家族等）の収集と伝達
周辺避難所への滞留者の受入れ状況の確認と要請
●被災状況把握／●応急措置／●利用者避難誘導

★

●工事現場の対応（施工中の場合）
被害、避難関連情報
（余震、火災、避難所等）の収集

パトロール係

救助、救援関連情報
（救援要請、消防・救助等）の伝達と収集
●応急対策・利用者（滞留者）対策の継続

★

トイレ、照明等の復旧
救援物資置き場、行政サービス、ボランティア活動スペース
の確保
衛生確保のためのゴミ置き場の清掃
●管理事務所の安全確認と機能回復

★

●負傷者への応急措置
●利用者避難誘導

★

非常用電源の活用

支援係

園内被害、避難関連情報を掲示板等で発信
利用者用応急物資（飲食物、簡易トイレ等）の準備、配布
医療救護活動スペースの確保
●利用者（滞留者）対応の継続●救助・支援活動への支援
避難スペースの防疫、清掃
復旧用資機材（テント、照明等）の準備、提供
ライフライン情報の状況確認と応急措置
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係り

実

施

内 容

時系列
発

〜

〜

〜

４日

災

30分

３時間

３日間

以降

「復旧・復興時」は、県小田原土木センターと調整のうえ通常体制に移行
●作業実施の確保（燃料等の調達、備品の状況確認）

★

●連絡調整（県小田原土木センター、関係機関との調整）

４日後
以降

★

園内での情報発信
●安全確保（余震対応、園内の安全確認、立入禁止対応等）

★

●避難者対応（帰宅困難解消後の園内滞留者の誘導等）

★

●復旧・復興活動への支援

★

（県等からの要請に応じた広場等施設の提供）
●公園復旧

★

（簡易な復旧や緊急施工が必要な支障物の除去等）

■タイムラインに合わせた対応の重点

IP 無線機
デー タ 回線 を 使 ⽤
し、固定・携帯電
話の⾳声回線が不
通の場合も使⽤
可。複数台での同
時通話が可能なた
め、迅速な各公園
の状況把握が可能

初動時
発災から３時間後まで
(管理事務所体制確⽴)

・急を要する連絡調整に当たっては、従来の電
話回線の他、衛星電話、IP 無線機を導⼊し、
連絡手段を複数回線確保することで確実性を
向上

初動時
発災から３時間後まで
(園内パトロール、避難
誘導)

・人命優先・被害拡大防止を第一に、災害対
策活動指針に掲載した重点パトロールマップ、
施設点検チェックリスト、備蓄資機材リストを活
⽤した迅速な園内の状況把握
・感染症対策を講じた滞留者の受⼊れ
※計画書９(2)ア(カ)参照

緊急時
発災から３日間
(応急対策業務)

・トイレ、執務場所、滞留者の受⼊場所等の電気、⽔道等ライフラインの復旧にあたって
は地元企業との連携により迅速に対応
・日頃から箱根町総務防災課や社会福祉協議会等と築いたネットワークを活かし滞留
者支援

復旧・復興時
発災から４日以降

・避難者受⼊れ、ボランティア活動拠点など、多岐にわたり想定される公園の活⽤状況
に合わせ、箱根町等と連携した柔軟な対応
・復興時には、近隣住⺠の憩いの場となるよう特に衛生⾯に配慮し避難スペース等の清
掃管理を徹底

(３) ⼤規模災害発生時の公園の特性、⽴地状況等に応じた災害対応の考え方
(地域との連携、防災訓練、災害発生時の協⼒等)
ア 災害に備えた事前対策
(ア) 基本的な考え方
普段から必要な機器設備の点検と適切な維持管理を行うとともに、常に最新の地震
情報を利用者に提供できるよう必要な情報の収集に努めます。
■災害情報の受発信
地震警報機能付きラジオやテレビに加え、新たに、スマートフォン等向けアプ
リケーション、携帯電話への緊急速報エリアメール等を活用し、起こりうる災害
の情報収集を絶えず行います。
■パークセンターの Wifi 環境整備
災害時に避難者等が自らの端末で情報がとれるよう湖畔展望館にフリーWiFi を
整備します。
■災害対策マップの活用と更新
災害対策マップを作成し、緊急時に来園者が迷うことなく安全な場所まで避難
できるよう掲示板などに明示します。マップは公園の改修工事の結果や周囲の状
況変化に応じて適宜改訂します。
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(イ) 震災時利活用施設等の維持管理
■想定される活用施設

中央広場

避難

駐⾞場

応援活動拠点、物資置き場

トイレ
⽔関連施設
(受⽔槽、高置⽔槽)
照明・放送設備

トイレ
防⽕、生活⽤⽔

管理方法
・建築物点検
・蓄電池の点検
・緊急⾞両の進⼊路の支障物の撤去
・周辺園路の維持管理
・舗装、危険物の撤去
・緊急⾞両の進⼊路の支障物の撤去
・日常清掃等
・ポンプ点検

夜間避難誘導、情報伝達

・定期点検

湖畔展望館

施 設

想定される利活⽤
情報センター、救急措置、一時避難

■施設の日常点検
・震災時に利活用が想定される施設の点検周期、方法等を定めたチェックリストを作
成しパトロールを実施
・基本的に月 1 回、震災時のパトロールコースを異常の有無や動作等を確認しながら
巡回
■備品類の日常点検
・毎年１回以上、発電機や懐中電灯、トランシーバー等の動作や燃料の残量確認等の
総点検を行い、必要な部品交換や更新を行う
・常備しておくべき資機材及び救急医薬品は数量と保管場所を示したリストを作成し、
管理事務所、管理詰所、倉庫に掲示し職員間で共有
・通常業務に使用するカラーコーンや工具類は、使用後に必ず保管場所に戻し、非常
時に確実に使用できるよう配備
(ウ) 防災訓練・職員教育
■防災訓練
大規模災害発生時でも迅速かつ冷静に対応できるように各種防災訓練を実施
【シェイクアウトプラスワン】
「かながわシェイクアウト(いっせい防災行動訓練)」への事前登録を行い、県の一⻫
実施日に合わせて地震発生時の安全確保行動を行います。またシェイクアウト訓練に
加え、以下の訓練を行います。
・公園とグループ代表本部相互の衛星電話等の通信確認や操作方法、緊急連絡網の再
確認
・公園での避難経路の確認
【緊急参集訓練】
・勤務時間外に地震が発生したと想定した参集訓練を年１回以上実施
・当該公園職員以外の参集職員が放送設備の使用方法や扉の開錠方法等を学び、災害
時に適切に対応できるよう訓練する
■職員の意識向上の取組
・グループ代表が管理する公園職員を集めた安全管理研修(年１回)や地元消防と連携し
た消防訓練では、過去に起きた東日本大震災の各公園の体験や被災地での復興支援に
当たった職員の体験を盛り込み、職員各自が災害対応についての理解促進
・緊急時には震災対応に専念できるよう、家族との連絡方法や個人として参集時に持
参する物品リストをグループ代表策定の「県立都市公園等における災害対策活動指針」
に明記し、職員への意識付け
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イ 本公園の特性、⽴地状況等に応じた課題と対応
(ア) 特性・課題
本公園と箱根湯本方面及び三島方面を繋ぐ主要な道路である国道 1 号は本公園の両
方向で土砂災害警戒区域内を通過しており、大地震発生時には、地域住⺠が避難して
くることに加え、遠方からの観光客が帰宅困難となり、滞留者となる恐れがあります。
また、本公園が大規模災害発生時の広域応援活動拠点(神奈川県災害時広域受援計
画)に指定されていることから、日頃から、県や防災関係機関等からの応援の受け入
れへの備えをしておく必要があります。
(イ) 対応
大地震発生時には、避難してくる地域住⺠及び滞留者となった観光客のために、湖
畔展望館等での受け入れを行います。なお、駐車場等の開放については、神奈川県の
「応援の受入」状況を踏まえ、県及び町の防災部局と調整する必要があります。こう
した状況を踏まえ、日頃から、次のような対応を図ります。
広域応援活動拠点

・大型緊急⾞両等が⼊れるよう進⼊路の確保

(駐⾞場等)としての対応

・来園者の⾞の移動先を周辺駐⾞場と事前に調整

滞留者や避難者への対応

・グループ代表が大涌⾕駐⾞場管理運営において箱根山⽕山避難誘導訓練、図上
訓練などの連携実績のある箱根町総務防災課と本公園の役割等について情報を
共有
・グループ構成員である箱根の交通等に精通した小田急箱根 HD と日頃から情報共
有を図り災害時には円滑に対応できるよう備える

共通の対応

・テントや蓄電器、発動発電機等の防災備蓄品を日ごろから適切に管理

(ウ) 地域との連携
■箱根町や近隣施設等との連携
公園及び地域の防災力の強化を図るため、日頃から利用者や近隣施設と協働で防災
訓練を実施するなどして連携を深めます。
・避難所である箱根地域スポーツ施設と箱根幼稚園への誘導方法や帰宅困難者の受け入
れ態勢について、事前に箱根町等と調整
・定期的に震災時対応について、箱根町・地域の自主防災組織・地元消防と防災訓練な
どを通じて意見交換の機会を持ち、社会状況の変化に応じたマニュアルの見直し
・地元消防には、平時から緊急車両の通行に必要なカギや園内マップを渡し、初動対応
の協力体制を確立
■共同での訓練、体験イベント
消防署と連携した救急救命訓練の実施
シェイクアウトへの参加
市町村防災教育への参加
情報伝達訓練への参加
近隣施設と連携した防災訓練の実施

箱根町消防署の協⼒により、全職員を対象に年１回 AED を使⽤し
た心肺蘇生法の訓練を実施
神奈川県が企画するシェイクアウトへの参加
町が企画する訓練に参加し、地域防災に関する知識を養う
県が主催する情報伝達訓練への参加
隣接する箱根関所と共同で避難訓練を実施

■利用者・近隣住⺠への働きかけ
実際に使用する備品類の展示など、公園の災害時対応についての情報の周知、普及
を行います。
(エ) 災害対応物品の備蓄
導⼊品目

災害⽤備蓄品(⾷料、⽔)
災害⽤トイレ
電気自動⾞、電源取出し
装置
衛星電話、IP 無線機

内容
避難してきた近隣住⺠や帰宅困難者が避難場所(防災拠点)に避難するまでの⽔と
⾷料を備蓄
一般のトイレを利⽤して断⽔時にも使⽤できる災害⽤トイレキットを配備
非常時の電源対策として発電機に加え、電気自動⾞と電源取出し装置などを配備
大規模災害時、救急や消防をはじめとする関係機関と確実に連絡が取れるよう、衛
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トランシーバー
上履き、ヘルメット

星電話等の通信機器を複数設置
東日本大震災時の経験から、移動の際のケガ防止のため、上履きやヘルメットを⽤意

(オ) 災害発生時の協⼒等について
県小田原土木センターや箱根町の防災担当部局と連携し、速やかな災害対策活動が
行えるよう、必要な連絡調整を行います。また、「震災時対応の考え方」で示された
避難施設等とも連絡調整を図り、強固な防災体制を構築します。
■災害復旧への協⼒
・事態終息後には、県と指定管理者の役割分担に基づき対応し、県による被害箇所の
本格復旧の際にも積極的に協力。また、災害復旧活動の拠点として県や町から要請
があった場合、チェーンソー、テント等の必要な機器や物品の提供や、救援活動へ
の支援等も積極的に実施
・災害発生後に、箱根町から要請があれば、緊急消防援助隊活動拠点設置に協力
■避難所(帰宅困難者滞留)となった場合のコロナウイルス感染症対策

※計画書９(２)新型コロナウイルス等の感染症に対する対応方針参照

ウ 災害発生時の対応及び業務継続計画(ＢＣＰ)について
グループ代表では、大規模災害発生や新型インフルエンザ等の感染症の蔓延に備え、
事業継続計画書(BCP)を策定しており、優先的に継続する重要な業務の設定、危機管理
体制の整備、協会本部にかわる災害対策本部の代替拠点等を設定し、都市公園指定管理
業務を含む法人としての事業継続を図ります。
■災害時の事業継続に特に必要となる⼈的バックアップについて
県内で複数公園を管理しているスケールメリットを活かし、本公園の園⻑・副園⻑
不在時にも、周辺在住職員が参集できる体制を取っています。日々の業務での連携に
加え、緊急参集訓練を通じて、本公園の開錠、防災倉庫等の防災設備の取り扱いにつ
いて研修し、体制を確実なものとしています。
＜令和４年度実施内容＞
（1）ア 台風の接近、大雨洪水に関する対応
（1）イ ゲリラ豪雨や雷等への対応
（1）ウ 熱中症警戒アラートへの対応
（1）エ その他気象災害(大雪警報)への対応
（2）ア 箱根町で震度 4 発生時
（2）イ 箱根町で震度 5 弱以上もしくは県内で震度 5 強以上、大規模災害発生の場合
（2）ウ 初動時〜緊急時〜復旧・復興時の対応
（3）ア 災害に備えた事前対策
（3）イ 本公園の特性、立地状況等に応じた課題と対応
（4）ウ 災害発生時の対応及び業務継続計画(BCP)について
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計画書 11「地域と連携した魅⼒ある施設づくり」
(１) 多様な主体(地域⼈材、⾃治会、関係機関)との連携、協⼒体制の構築等の取組内容
本公園の管理運営には、国際観光地「箱根」を愛し、箱根固有
の気象状況を熟知している地元住⺠の協力が不可欠であるため、
引き続き公園の管理員として地元住⺠の雇用を図ります。また、
公園のイベント開催においても地域住⺠との協働を図ります。
「箱根駅伝」
「芦ノ湖夏まつりウィーク」などの地域事業の開
公園前での
催時には、従来同様、早朝や夜間に駐車場を開場し、臨機応変な
箱根駅伝の様子
対応で地域に貢献するとともに、国道 1 号の渋滞解消と交通安全
に寄与します。
令和元年度には、
「箱根関所設置 400 年記念事業」の実行委員会に参加し、
「大名行
列」などの 1 年を通じた各種イベントの円滑な実施に協力し、地域観光協会や商店街な
ど諸団体との信頼関係も構築しました。
更に、企業や各種団体との広報やイベントでの協力、学校等教育機関との活動支援や
研究協力など様々な連携・協力に取り組み、公園及び周辺地域の活性化に貢献していき
ます。
■地域連携等
取組

項目・連携先

職員配置
地域人材等

イベント等協⼒
地域製菓店
NPO 法人わかば会

自治会

関係機関

回覧や清掃
広報・イベント協⼒
(箱根町観光協会)
環境省箱根地区
パークボランティア
警察署
箱根町消防
小田急グループ

内 容
・箱根特有の気象を熟知・経験している近隣の人材
・緊急時等の迅速な対応が可能
・湖畔展望館の企画展示
・⾳楽イベント協⼒
・「緑賜庵」で地元銘菓を提供
・障がい者福祉施設わかば会の制作した物販を販売支援
・イベント開催協⼒ 等
・公園のイベント情報などを回覧で周知
・地域清掃等
・箱根町観光協会のＨＰ「箱根全山」への情報提供、相互リンク
・「箱根駅伝」「芦ノ湖夏まつりウィーク」などの地域事業の開際協⼒
・コケの植生状況のモニタリング
・自然観察ツアーの開催協⼒
・年末年始等の防犯
・自衛消防訓練等への指導助言と資材提供
・小田急グループ「箱根ナビ」「小田急ボイス」への掲載及び関連交通
拠点や宿泊施設にパンフレットや「公園だより」の配布

■企業の社会貢献活動の受け入れ
テーマ
維持管理
研 修

連携先
小田急グループなど周辺企業
会社・学生等の研修主催企業

■学校等教育機関との連携
テーマ

教育活動等の支援
調査・研究

内 容
花壇花苗植付け、研修等
グループでの探索などを通じた教育研修等

連携先
近隣高校
箱根幼稚園

内 容
和太⿎等の発表の場を提供、公園業務の体験学習
花苗植付け、七⼣、クリスマスなど
・多言語おもてなしタグの設置 重点
・インターンシップ、調査・研究への協⼒

大学・研究機関等

(２) ボランティア団体等の育成・連携、協働の取組内容
■育成・協働 箱根関所と共同で「箱根関所＆離宮協働サポーター」制度を創設し、両
施設を愛する元従事者をはじめとして、その輪を順次広げ、公園ガイド、
花苗植付け、イベント支援などを進めます。
■連携 本公園は、国際的な観光地・箱根にあり、遠方からくる利用者が多く、また、
周辺住⺠も少ないことから、本公園内で活動するボランティア団体が組織されに
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くい状況にあります。そのため、新たにネットワークを発掘し、花の愛好家、管
弦楽などの音楽サークルによるイベント協力を進めます。

取組

広報支援
運 営
サポート

連携先
箱根町観光協会
ボランティアガイド
箱根関所＆離宮
協働サポーター【新規】

内 容

・「離宮公園」としての本公園のＰＲに協⼒
・花苗植付け補助、イベント支援(公園ガイド等)
出前講座

(３) 周辺施設(他の公園、施設等)との交流・連携の内容

ア 他の公園との交流・連携
(ア)「皇室ゆかりの庭園ツーリズム」による交流・連携
・沼津御用邸記念公園など他の構成庭園との連携を図り、共同のＰＲイベントや
スタンプラリーなどにより周遊を推進。静岡県側からの利用促進を強化
・皇室ゆかりの庭園ツーリズム協議会の会員であり、箱根の観光に力を注いでい
る当グループ構成員である小田急箱根 HD や、伊豆箱根鉄道(株)などの交通事
業者、各市町の観光協会、同協議会の会員である皇室ゆかりの⺠間施設を管理
する富士屋ホテル(株)や強羅花壇との周遊促進等の利用促進での連携
・全国のガーデンツーリズム登録団体とのパンフレット配架や情報交換など交流
を促進。特に、神奈川県の「湘南邸園文化ツーリズム」や静岡県の「アメイジ
ングガーデン・浜名湖」との交流を進める
※富士屋ホテルの別館「菊華荘」は旧宮ノ下御用邸、「懐石料理 花壇」は旧閑
院宮御別邸
(イ) 他の公園や関連団体との交流・連携
■花とみどりのフォトコンテスト
・グループ代表が、自ら管理している県立公園のみなら
ず、他の指定管理者が管理している県立公園も対象とし
ている「花とみどりのフォトコンテスト」を実施
入賞作品展開催
・毎年約 600 点の作品応募があり、作品は専門家による審
査を行い、入賞作品展を、本公園を始め他公園や福祉施設等で開催
■他公園との連携
・県・市公園緑地協会等連絡協議会の中で情報交換や他公園への視察を行い、引き
続き管理運営に反映
イ 箱根地域における交流・連携
(ア) 周辺施設との交流・連携
地域との連携は公園の魅力向上だけでなく、公園周辺の地域振興やエリアの周遊
性を高めるためにも重要だと考えます。地元商店街や近隣の各施設、地域の交通事
業者等とも相互の情報提供など連携を深め、エリア全体の観光振興へ貢献します。
・平成 25 年に国の登録記念物(名勝地関連)に本公園とともに指定された強羅公園、
箱根美術館とＰＲ協力などで連携するほか、箱根ジオパーク、県⻄部地域ミュー
ジアムズ連絡会への加盟、箱根関所との連携、相互協力

※連携による広報・PR は計画書 4(3)ア及びエ参照

・地域の交通事業者との連携
テーマ

地域振興

連携先

内容

箱根芦ノ湖「夢」劇場連絡会
（周辺観光施設）

箱根関所ほか周辺観光施設と連携したイベント開催
共同ポスター作成等

箱根関連交通機関・宿泊施設

公園パンフレットや「公園だより」の相互配布

強羅公園、箱根美術館

登録記念物指定庭園として共通 PR
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箱根ジオパークに関する解説の充実
箱根ジオパーク運動の支援

箱根ジオパーク
神奈川県⻄部地域
ミュージアムズ連絡会

連絡会やミュージアムリレーへの参加
箱根芦ノ湖「夢」劇場連絡会共同のイベントポスタ
ー・チラシによる広報と周遊
箱根交通渋滞対策
周遊促進イベントの開催

関所通り商店街
交通事業者、箱根ＤＭＯ

(イ) 箱根地域の交通渋滞緩和への貢献【拡充】
大涌谷の駐車場も管理するグループ代表及び箱根地区において交通事業を実施し
ている小田急箱根 HD は、これまで箱根全山の渋滞対策などに取り組んできました。
今般、県が国交付金を使って進める「新たな観光モデル創出推進事業」に、箱根Ｄ
ＭＯ等と連携して応募し、大涌谷駐車場の満空情報や公共交通機関の混雑状況等を
情報発信するという道路の渋滞対策等に取り組んでいます。今後、こうしたこれま
での経験や関係団体との協力関係等を活かし、本公園の駐車場を用いたパークアン
ドライドの試行実施や駐車場の混雑情報の発信等の取組を強化し、箱根地域の交通
渋滞緩和に貢献していきます。
(４) 地域企業への業務委託等による迅速かつきめ細かいサービスの提供に向けた取組内容
地域の企業等は、その地域に精通していることで、迅速かつきめ細かい対応が期
待できます。
本公園では、業務委託を行う場合には、今後も地域企業等への発注を優先的に行
っていきます。さらに、地域雇用の確保、社会的ニーズへの
対応といった観点から、地域の非営利団体とも継続的に連携
を図ります。湖畔展望館２階の「緑賜庵」では、抹茶ととも
に、地元和菓子店より地元の銘菓を仕入れるほか、地元業者
より寄木グッズなどを仕入れています。利用者のニーズに応
じた箱根の思い出となるおもてなしは、地元との連携により
寄木グッズ
可能となります。
＜令和４年度実施内容＞
（1）多様な主体(地域人材、自治会、関係機関)との連携、協力体制の構築等の取組内容
○地域連携等
○企業の社会貢献活動の受け入れ
○学校等教育機関との連携 一部重点
・多言語おもてなしタグの設置
（2）ボランティア団体等の育成・連携、協働の取組 一部新規
（3）ア 他の公園との交流・連携
○「皇室ゆかりの庭園ツーリズム」による交流・連携
○他の公園や関連団体との交流・連携
（3）イ 箱根地域における交流・連携
○周辺施設との交流・連携
○箱根地域の交通渋滞緩和への貢献 拡充
・各種取組を実施するための準備
（4）地域企業への業務委託等による迅速かつきめ細かいサービスの提供に向けた取組内容
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計画書 12「⼈的な能⼒、執⾏体制」
(１) 指定期間を通じて効果的・効率的に指定管理業務を⾏うための⼈員配置等の状況
ア ⼈員配置の考え方
現地公園には、公園管理運営方針を理解し、土木事務所・地元自治体・関係団体・利
用者等に対し施設管理者として的確に対応できる人材を現地責任者として配置し、その
下に園⻑の代行者である副園⻑をはじめ業務に応じた公園管理実務経験者など、必要十
分な人員を配置します。また、地域団体や協力団体などとのパートナーシップのもと、
直営管理を基本とし安全・安心で快適な管理運営を行います。
グループ代表本部は、公園管理運営に係る企画・統括部門及び現地業務支援部門を担
い、多様化する公園管理業務を踏まえ、事故防止・安全対策、コンプライアンス、
SDGs や「ともに生きる社会かながわ憲章」など県施策への対応、広域的な広報や交通
対策、企業・団体等とのアライアンスなどに取り組み、現地公園と本部が一体となって
公園管理運営の品質向上に取り組みます。また、外部指導員(グリーンサポート)制度や
他公園職員・本部職員による業務点検等により、さらなる安全・品質確保を図ります。
イ 現地職員の配置計画(現地責任者の責務、役割及び経歴、主要職員等の役割分担)
■現地責任者の責務、役割及び経歴
園⻑は、行政での公物管理経験が豊富な人材を常勤で配置し、公園の総括責任者と
して公園管理運営及び地域との連携・協働に取り組みます。
副園⻑は、現地責任者としての園⻑を代行・補佐し、観光や交通事業の経験者を配
置します。
現地責任者

責務、役割・職務の内容

園⻑(1 名)

・総括的に判断できる責任者
・管理運営方針に基づく管理運営目標の策定と実施
・職員の育成及び研修の実施

副園⻑(1 名)

・園⻑の代⾏者

予定者の経歴
⾏政経験
30 年以上
公園管理経験
2 年以上

勤務形態

観光・交通事業
の実務経験者

20〜22 日／月
7 時間 45 分／日

※災害等の非常時、新たな課題への対応、許認可に係る調整事項が生じた場合は、上
記に関わらず本部及び現地が連携して、県と協議・調整のうえ、課題解決にあたり
ます。
■主要職員の役割分担
管理運営業務に応じ(本公園の特性に応じ)以下のとおり公園管理主任等を配置し、
管理運営スタッフと一体となり多岐に亘る業務を遂行します。
主要職員
総務主任

役割・職務の内容
受付業務、利⽤サービス業務、経理業務等

公園管理主任

維持管理計画作成、指導・監督、実施(植物、施設、清掃等)

業務主任

駐⾞場管理運営の補佐

勤務形態

16〜18 日／月
7 時間 45 分／日
14 日以内／月
７時間以内／日

ウ 特に都市公園管理運営の専門知識(関係資格の保有等)や経験を有している者の配置状況

本公園の管理運営方針である『皇室ゆかりの庭園』〜箱根離宮の歴史と浪漫を伝える
〜の実現に取り組むため、現地に公園管理運営士をはじめ、以下のとおり有資格者を配
置します。また、必要に応じ、本グループに在籍する樹木医等の資格を有する職員が専
門分野についての指導を行います。
公園管理運営⼠
安全衛生推進者
(甲種)防⽕管理
講習修了者

1名
1名

上級救命講習修了
⾷品衛生責任者講習修了

3 名 刈払機取扱作業者安全衛生教育修了
1 名 伐木等業務(ﾁｪｰﾝｿｰ)特別教育修了

6名
4名

1名

不当要求防止責任者

1 名 振動工具取扱作業者安全衛生教育修了

2名
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エ 県、県出先事務所、指定管理者本部、指定管理者現地との
連絡体制及び、関係機関における効果的、効率的な情報共有の考え方と仕組み
■連絡体制
本公園において、県、県小田原土木センター、グループ代表本部、ランドフローラ
本社、小田急箱根 HD 本社等との連絡体制を以下のとおり構築し効果的、効率的な管
理運営を行います。夜間・休日等の緊急時には、緊急時連絡フロー図や緊急時対策連
絡網などにより、24 時間 365 日対応可能な連絡体制を整備しています。
県小田原土木センター
連絡報告・
課題調整

連絡報告・
課題調整

モニタリング

指定管理者現地
（公園管理事務所）
連絡報告
課題調整

事務 局長

※詳細は別表参照

外勤
ｽﾀｯﾌ

グループ代表本部

専務 理事

幼稚園、企業 等

内勤
ｽﾀｯﾌ

指定管理者本部
理事長

公 園管 理担当

園 長

自治会、観光協会
商店街 等

長

総務担当

副

園

関係⾏政機関
・小田原警察
・箱根町消防
・箱根出張所
・小田原保健
福祉事務所 等

県都市公園課

総務企画課
経 営 課
公 園 課

ランドフローラ本社
小田急箱根HD本社

■情報共有の考え方と仕組み
関係機関との情報共有には、状況に応じて、対面、書面、電話・メール・Web 会議
等を活用します。特に県小田原土木センターや警察署・消防署とは、日常から対面に
よる「顔の見える関係」を構築し、緊急時等に備えています。
【県、県小田原土木センター】
・確実な連絡体制の整備や、普段から担当者間の報告・連絡・相談が円滑に行える
環境整備に務めている
・月例報告等の提出時を定期的な情報共有の場として臨んでいる
・制度面や他公園にも関連する事項については、指定管理者本部が県庁所管課とも
調
整
【警察署、消防署】
・通報、相談等は速やかに正確な情報をもとに実施
・防災訓練の調整等を通じて、普段から連絡・連携を密にしている
【地域団体等：自治会、地元観光協会、商店街、幼稚園、企業等】
・イベント等の調整時や定例的な会合等の場で必要な情報共有を行っている
・広報誌、ホームページ、SNS、掲示板等を活用した情報発信
【指定管理者内での取組】
・現地と本部の確実な連絡体制による情報共有(事件・事故等は全て速やかに理事⻑
に報告するとともに全公園へ周知)
・原則毎月開催の全公園の責任者が参加する会議において情報共有、意見交換
・現地職員間では朝礼や月例会議での直接伝達やサーバの「伝言メモ」を活用した情
報共有
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＜別表＞現地の職員配置計画
■現地の組織図
現地責任者
園

副
園
⻑

⻑

主要職員

従事者

総務担当

内勤スタッフ

公園管理担当

外勤スタッフ

駐車場業務主任

駐車場スタッフ

■勤務ローテーション(例)
常

園⻑

勤

副園⻑

専

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計

〇

21

○ ○ ○

○

○ 〇 〇 ○

〇 ○ ○

○ ○ ○

〇 ○ 〇

員

公園管理担当
公園管理主任

○ ○

〇

○

ス

業務主任

1

1

1 1

内勤

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

外勤

5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 126

ッ

フ

計

〇 〇 〇
1

〇

○

○ 〇 〇
1

1 1

○ 〇

〇 ○ 〇 〇

〇

〇 〇

〇 ○ 〇

総務担当

○ ○

〇 ○

○ ○ ○

〇 〇 ○ ○

タ

○

○

○ 〇

門

〇 ○

○ 〇

○
1

○

〇

1

1 1

〇 ○ 〇

○

21

〇 〇 ○

17

〇 〇

○

17

1

1

14

〇
〇

30

10 8 8 8 7 8 10 9 8 8 8 7 7 9 10 8 7 8 7 8 9 10 7 8 7 8 7 9 10 8 246

・現地責任者は、常時１名以上が勤務
・毎月 1 回はグループ企業も含めスタッフが勤務し月例会議に出席
(２) 業務の⼀部を委託する場合の管理・指導体制の状況
ア 委託業務の管理の考え方
グループ代表では、委託業務を効率的・効果的に実施するため、年間発注計画によ
る計画的な発注、品質確保や透明性に配慮した業者選定、適切な進行管理を行うとと
もに、諸規程やマニュアル等に基づき、監督職員による指示及び履行確認、検査員に
よる出来高・完成検査を行います。
監督職員は、法令遵守、品質確保、安全管理体制、連絡体制、工期遵守、利用者対応
等の視点から指導監督を行います。
また、高齢者就労団体等への委託では、高齢作業員の健康・安全対策を重視するほ
か障がい者就労施設への委託では、丁寧な作業指導により安全で確実な業務管理を行
います。
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イ 指導監督の内容
委託業務の各段階で、以下の項目について点検、指導、監督を行います。
・業務計画書等に基づき、業務実施体制、工程管理、作業方法、安全管理体制を確認
・社会保険の納付、最低賃金の履行確認及び業務上知りえた内容の守秘義務契約確認
・業務実施時は、作業内容等の日報による確認や現地履行確認による指導監督
・園内通行証の発行、徐行運転の履行、バリケード等安全対策の徹底
・業務記録及び作業写真等は、グループ代表文書管理規程に基づき管理し必要に応じ
県へ提示
・監督職員以外の検査員による履行確認、完成検査により、品質、出来栄えを確認
ウ 本公園で重視する視点
種別
・植物管理
・施設管理
・清掃管理

業務内容
・枝下し、枯損木処理
・設備、消防施設の点検等
・トイレ、床清掃

指導監督項目
・利⽤者への安全確保
・適切な手法、点検漏れ防止
・利⽤者への配慮

点検方法
・巡視、作業日報等
・業務報告書、現地確認
・作業日報、現場確認

※本公園の委託業務の考え方、内容等については、提案書２及び様式第３号に記載して
います。
(３) 指定期間を通じて安定して指定管理業務を⾏うための日々の OJT や研修等の⼈材
育成体制や職員採用の状況、チームワーク保持や労働時間短縮の取組、職場のハラ
スメント対策など適切な労働環境の確保に係る取組状況

私たちは、人材育成、就労意欲向上、計画的な職員採用、労働環境の確保に着実かつ
相互に連携させて取り組むことで指定管理者として安定的な管理運営を行う体制を構築
しています。
ア ⼈材育成の考え方
・様々な施設や自然環境、機能を有する県立都市公園の管理運営には、自然生態、植物
管理、施設管理、安全管理、地域防災、利用促進、地域協働など、それぞれの専門知
識や経験だけではなく、これらを総合的に活用して多様なニーズに合致したサービス
を提供することが求められます。
・私たちは、公園管理におけるプロフェッショナルとして常に質の高い公園管理運営を
目指し、職責・職員毎にテーマを設定し、３つの手法により人材育成・能力開発を行
うとともに、職員のやる気と潜在能力を引き出す仕組みを構築しています。
■職員ごとの育成テーマ設定
全職員共通
現地責任者
内勤スタッフ
外勤スタッフ

都市公園の情報、安全管理、接遇の向上、手話の取得、コンプライアンス、個人情報保護、救
命救急、防犯・防災、労働安全衛生
マネジメント⼒の向上、利⽤促進ノウハウの向上、職員指導⼒の向上、労働安全衛生法規
適正な受付・実務の能⼒、HP・SNS 等の情報発信⼒向上
安全管理、労働安全法規、機械操作能⼒向上、施設ごとの維持管理ノウハウ

■⼈材育成⼿法・内容
OJT
(職場指導)

OFF-JT
(研修)
SD
(自己啓発)

・豊富な公園管理経験を有する職員等社内リソースを活⽤した公園特性・管理ノウハウ・利⽤者対
応等の細部の知識や技術を養成
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ構成企業の先進的な管理ノウハウにより植物管理を共同で⾏い知識・技術の向上
・新規採⽤者への適切な職場指導
・毎朝、朝礼時における作業内容、KYT、留意事項等について確認・周知
主にグループ代表職員による研修︓接遇、安全管理、植物管理、利⽤促進、事務処理等に係る
研修
主に外部講師等による研修︓手話、労働安全衛生、公園マネジメント、剪定技術、SDGs 等に
係る研修／必要に応じ、他機関への研修派遣 等

・公園管理運営⼠、樹木医、ビオトープ管理⼠等の資格取得の費⽤補助
・社外講習会、セミナー等への参加促進、先進事例視察
・異業種、他組織との交流の場への積極的参加(⾒本市、展示会への参画、出展)等
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■職員の「やる気」と「潜在能⼒」を引き出す仕組
グループ代表では、職員の「やる気(向上心)」と「潜在能力」を引き出すため、業
務実績向上に努めた職員を公平・平等に評価する「人事評価制度」や職員の模範とな
る取組、顕著な実績に対する「職員表彰制度」を導入しています。
これらの制度を適切に運用し、職員の達成感や満足度を高め、職員自らが更なる自己
研鑽に取り組む意欲を高めます。
イ 職員の採用
指定管理業務を着実かつ安定的に遂行するために、業務に応じた職員を計画的かつ、
原則として公募により採用するとともに、高齢者、障がい者の就労機会の拡大や意欲・
能力を発揮できる環境の整備に取り組んでいます。
・現地責任者は、公園管理運営方針を理解し、公園利用者・県小田原土木センター・
地元自治体・関係団体への的確な対応ができる人材を常勤職員として採用
・公園管理主任等の現地スタッフは、公園管理実務経験者等の専門知識・技能・資格
を有する即戦力となる人材を非常勤職員として常に確保
・パートタイム職員は、公園への熱意、職務に必要な知識・技能等を有する人材で、
地域の雇用促進や災害時の対応を考慮し、できるだけ地元にお住まいの方を採用
※非常勤職員、パートタイム職員等の有期雇用職員には、改正労働契約法に基づき、
雇用期間が５年以上となる場合、職員の希望により無期労働契約に転換できる制度
を整備・運用しています。
ウ 働きやすい労働環境の確保
■基本的な考え方
グループ代表は、誰もがその能力を十分に発揮し、心身ともに健康でいきいきと働
き続けることが重要であると考え、職員が働きやすい労働環境を整備し、ワーク・ラ
イフ・バランスの実現に取り組んでいます。そのために労働安全衛生法をはじめ、働
き方改革関連法等の法令を踏まえ必要な取組を強化するとともに、職場における新型
コロナウイルス対策に取り組んでいます。

※新型コロナウイルス対策は、提案書 9(2)参照

(ア) 労働時間の短縮、ワーク・ライフ・バランスの確保
■時間外労働の上限規制(45 時間／⽉、360 時間／年)の徹底
・適切な業務分担及び業務の効率化の推進
・週 1 回のノー残業デーの設定及び実施の徹底
・36 協定の締結、一般事業主行動計画(ノー残業デー)の策定、所管労働局への届出・
公表
■年次有給休暇の確実な取得
・年間最低５日間の年次有給休暇取得 (10 日以上付与職員対象)
・本部による取得状況の確認(四半期毎)及び取得促進の徹底
・一般事業主行動計画(年次有給休暇の取得目標)の策定、所管労働局への届出・公表
■労働時間の状況把握
・総括責任者による残業の事前命令の徹底と、厳格な時間管理
・本部による毎月の労働時間チェックと必要に応じた総括責任者への指導
(イ) 職場のハラスメント対策
これまでも職場のハラスメント対策に取り組んできましたが、労働施策総合推進法
の改正等を踏まえ、令和２年度から、パワーハラスメント等の防止対策を強化してい
ます。
・
「職員就業規程」
、
「コンプライアンスガイドライン」にハラスメントの禁止を明示
・「職場におけるハラスメントの防止に関する要綱」を制定し、ハラスメント防止に
対するグループ代表の取組方針を明確にし、ハラスメント等の撲滅推進を強化
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・ハラスメント防止に対するトップメッセージを発信し、全職場に掲示し、職員に周
知徹底
・DVD 等を活用し、すべての職場でハラスメント研修を実施
・ハラスメントに関する相談・通報窓口を協会本部に設置し、相談・通報への体制を
整備
(ウ) チームワークの保持
・全職員が管理運営目標を共有し、能力を引き出せる業務分担
・日々の朝礼や日報、月例会議等を活用した情報共有
・職員相互の協力体制を保持するための組織としての「心理的安全性※」確保
※心理的安全性 職場の上下関係や発言による(悪)影響を恐れずに、自分が良いと
思ったこと感じたことを気兼ねなく発言できる環境
(エ) 職員の⼼身の健康保持増進
■取組体制等
・県の「ＣＨＯ構想推進事業所登録」事業への参加
・
「マイＭＥ-ＢＹＯカルテ」の登録、利用
・定期健康診断の実施及び診断結果に応じた保健指導の利用促進
・健康保険委員(協会けんぽ)の設置による職員への健康に係る広報等の充実
■職場における対策
・執務環境の確認と継続的な改善(空気環境、温熱条件、視環境
等)
・感染症予防対策の実施(インフルエンザ予防接種費用補助、マ
ス
ク・アルコールの配備等)
・熱中症予防対策の実施(空調ファン付き作業着、スポーツドリン
夏季のスポーツ
ドリンクの配布
クの配布等)
・ハチ刺されによる重症化を防ぐ、ハチアレルギー抗体検査費用
の
補助
・受動喫煙防止対策の徹底
■メンタルヘルス対策
・専門機関によるストレスチェックの実施(年１回)及びカウンセリング等の体制整備
・ハラスメント防止や「心理的安全性」の確保による風通しのよい職場の実現
（オ） 男⼥共同参画への対応
男女平等による職員公募、採用や意欲と能力のある女性職員の積極的登用に努める
とともに、出産、育児や介護を行う職員の仕事と家庭の両立が図られるよう様々な
取組を進めています。
・女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策
定、届出、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に公表
・えるぼし認定（女性活躍推進法第 9 条の認定）の取得に向けた取組
・出産、育児や介護に係る休暇、休業取得及び短時間勤務職員の深夜勤務、時間外勤
務の制限等を規定
（カ） 高齢者雇用への対応
優秀な高齢者が有するスキルやノウハウを活かせるよう高齢者雇用に取り組んでい
ます。高年齢の職員が安心安全に働ける職場環境づくりや労働災害の予防の観点か
ら、転倒防止、落下防止、熱中症予防、健康増進等、作業や職場環境の配慮事項を取
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組方針「エイジフレンドリーな職場環境を目指して」としてとりまとめ職員に周知し
ています。
（キ） 労働環境確保のその他の取組
・最低賃金の履行確保、社会保険への加入、労働契約書の交付等の遵守
・無期労働契約制度、福利厚生活動への補助、ボランティア休暇制度の整備
・有期雇用職員への公正な待遇の確保（年次有給休暇、予防接種費用補助、福利厚
生活動、研修等）
・令和２年度に社会保険労務士による「労働条件審査」を受審
（ク） 労働条件審査
令和２年度に公共サービスの質の向上のため、社会保険労務士による「労働条件審
査」を受審しました。
審査結果：法令評価「４」（最高「５」の５段階評価）
労働環境モニタリング「A」（最高「A」の５段階評価）
＜令和４年度実施内容＞
（1）ア 人員配置の考え方
（1）イ 現地職員の配置計画(現地責任者の責務、役割及び経歴、主要職員等の役割分担)
（1）ウ 特に都市公園管理運営の専門知識(関係資格の保有等)や経験を有している者の配置状況
（1）エ 県、県出先事務所、指定管理者本部、指定管理者現地との連絡体制及び、関係機関にお
ける効果的、効率的な情報共有の考え方と仕組
（2）ア 委託業務の管理の考え方
（2）イ 指導監督の内容
（2）ウ 本公園で重視する視点
（3）ア 人材育成の考え方
（3）イ 職員の採用
（3）ウ 働きやすい労働環境の確保
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計画書 13「コンプライアンス、社会貢献」
(１) 指定管理業務を実施するために必要な団体等の企業倫理・諸規程の整備、施設設
備の維持管理に関する法規や労働関係法規などの法令遵守の徹底に向けた取組の状
況(労働条件審査の実施予定など施設職員に係る労働条件の確認の有無を含む)
ア 基本的な考え方
グループ代表は、公益財団法人としての社会的信頼性の維持、業務の公正性を確保す
るため、すべての役職員に法令及び協会の諸規程の遵守を徹底するとともに、常に社会
規範や社会的責任を念頭に置いて業務を執行することで、公益目的を達成し、社会に貢
献できるよう取り組んでいます。
行政庁等による検査・監査の受検、理事・監事及び評議員による執行状況の監督、
「コンプライアンス要綱」に基づくコンプライアンス委員会や内部通報制度による厳重
なチェック体制を整備するとともに、「コンプライアンスガイドライン」では具体的な
行動指針を示し、役職員一人ひとりの意識向上を図ります。特に、個人情報保護やソー
シャルメディア利用、ハラスメント防止対策については個別に規程を定め、役職員への
教育・研修や「事故・不祥事防止会議」等を通じて周知徹底を図っています。
イ 諸規程の整備状況
別添のとおり、諸規程類(組織、経理、給与、就業、個人情報保護、情報公開、文書
管理等の規程及び労働環境確保のための方針等)を整備しています。(指定管理業務にお
いては、グループ代表の個人情報保護規程、情報公開規程、文書管理規程等を遵守)
ウ 施設整備の維持管理に関する法規や労働関係法規などの法令遵守
■法令遵守の徹底に向けた取組
コンプライアンス要綱等に基づくチェック体制の整備や「コンプライアンスガイド
ライン」の実践、教育・研修による周知徹底を図るとともに、業務執行状況について
内部検査指導要領に基づく検査を実施しています。
また、指定管理業務に係る県、外部有識者によるモニタリング、県監査委員監査を
万全な態勢で受検するとともに、公益法人認定法に基づく立入検査、第三セクター等
指導調整指針に基づく「自立した第三セクターのチェック」の機会も活用し正確な情
報により適正な法人運営に努めます。
■施設整備の維持管理に関する法規
公園施設の安全確保や利用
設備場所
設備名称
備 考
受水槽
２箇所
者が快適に過ごせる場を提供 園内
するためには、都市公園関係 湖畔展望館 消防⽤設備
200 ㎡を超える
建築物(3 年ごとに報告)
法令はもとより、設備点検に 同上
建築物及び建築設備
建築設備(毎年報告)
関する法律や衛生環境の確保
に関する法律、消防法など各種法令を熟知しておく必要があります。研修や講習会の
受講、資格取得等を通じて各種法令への理解を深めるとともに、法令に基づく点検や
業務報告を確実に実施し、安全な公園管理運営を図ります。
■労働関係法規
労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、労働契約法等
に基づき、就業に関する規程を整備しており、これらを適切に運用し安全で快適な労
働環境を確保します。
エ 指定管理業務を⾏う上での具体的な取組
■労働条件審査の受審(令和２年度に社会保険労務⼠による労働条件審査を受審)
・審査結果：法令評価「４」(最高「５」の５段階評価)
労働環境モニタリング「A」(最高「A」の５段階評価)
■反社会的勢⼒の排除(「神奈川県暴⼒団排除条例」の遵守)
・グループ代表の「コンプライアンスガイドライン」において、反社会的勢力との一
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切の関わりを禁止するとともに、本公園に「不当要求防止責任者」を配置
・委託業者の選定にあたり「県の競争入札参加資格者名簿」を活用し不良不適格業者
を排除
■守秘義務
・指定管理業務を通じて知りえた情報の守秘義務(退職後も含む)について「コンプラ
イアンスガイドライン」に定め、研修等での指導を徹底
・業務の一部を第三者に委託する場合は、守秘義務について契約書等に記載し遵守を
徹底
■⽂書の管理・保存、情報公開、各種報告書等の提出・公開
・取得・作成した文書は「県文書管理規程」に基づいて定めた「文書管理規程」によ
り管理・保存
・県の指定管理者のモデル規程に即して整備した「情報公開規程」に基づき対応
・各種報告書等を適正に作成・提出期限内に提出し、県指定の報告書等はホームペー
ジ上で公表
■管理⼝座・区分経理
・管理口座及び会計処理について、指定管理業務と他の業務を区分して管理
■保険の付保
・施設賠償責任保険・施設災害補償保険(１事故当たり４億円｛適用回数は無制限｝)
及びイベント保険等に加入
(２) 指定管理業務を⾏う際の環境への配慮の状況
持続可能な社会を公園から：「2030 年までに誰ひとり取り残さない持続可能な社会
を目指す」SDGs では、経済、社会、環境の三側面の調和が重要とされており、この認
識も踏まえて環境分野の目標達成に向けて取り組みます。
ア 環境負荷軽減の具体的取組 ４つの環境目標
低炭素社会への貢献
再生可能エネルギーの導入促進︓再エネ電力の
積極的活用
環境負荷軽減の取組：樹林地の適正管理、事務
所等の省エネ、ＥＶの活用、アイドリングスト
ップ呼びかけ
循環型社会への貢献
ゼロエミッション：植物発生材の園内活用、イ
ベント等のプラゴミ抑制、ごみゼロアクセス
グリーン購入：管理物品調達におけるグリーン
購入促進

生物多様性保全
生態系に配慮した管理：
： 草地、樹林地、水辺等環境
に応じた管理(刈残し、繁殖期への配慮)
希少種保護：
： モニタリング、採集禁止、生息環境維
持
外来種防除：
：ペット等の放野防止、駆除活動
普及啓発の促進
環境学習イベント：
：観察会、学校団体受入れ
市⺠団体との連携：活動の場提供と活動支援
職員の意識向上：内部研修、「環境マネジメントシ
ステム」による PDCA

イ 環境目標達成におけるポイント
■グリーン購入の推進
「神奈川県グリーン購入基本方針」に即し、グループ代表が定めた「神奈川県公園
協会グリーン購入に関する方針」に基づきグリーン購入に取り組みます。
※具体的な購入品：トイレットペーパー・コピー用紙・文具等
■再生可能エネルギーの導入促進
・エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づき、温室効果ガスの削減に取り組
むとともに、エネルギー使用量を測定記録し年 1 回県に報告
・再生可能エネルギーの使用率が高い電力会社の導入を積極的に促進
ウ 環境マネジメントシステムによる実効性の担保
「エコアクション 21※」を参考として独自に構築した環境マネジメントシステムによ
り、行動目標を定め、総合的な環境マネジメントを推進し環境負荷の軽減と自然環境保
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全の普及啓発を図っています。取組は PDCA サイクルにより継続的に向上を図ります。

環境推進委員:公園ごとに選任、公園の特性を踏まえた年度目標の設定と取組の自己評
価
本部環境推進委員:法人としての評価を行い、次年度目標への助言、具体取組への展開

※エコアクション 21 とは、環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステム
（EMS）。組織や事業者等が環境への取組を自主的に行うための方法を定めています。
エ 本公園での具体的な取組
■環境負荷軽減の取組
落葉等の植物発生材を腐葉土化して堆肥リサイクル／門松等の竹材を再利用して斜面
の土留めや装飾用のななこ垣に活用／電気自動車を活用／照明の LED 化
■⾃然環境の保全に配慮した管理運営と環境教育の取組
コケ等の希少植物保護／薬剤散布等の抑制／樹木やコケ等の自然を学ぶ観察会の実施

(３) 障害者雇用促進法の法定雇用率の達成状況等、障害者雇用促進の考え方と実績
ア 法定雇用率の達成状況、未達成の場合の今後の対応
(ア) 障害者雇用状況(令和３年６⽉１日現在)
区分
神奈川県
公園協会
ランドフローラ

法定雇⽤障害者数の算
定の基礎となる労働者数
(Ａ)
194 人
190.5 人

うち常⽤雇⽤障害者数
(Ｂ)

実雇⽤率
(Ｂ)/(Ａ)×100

４人
2人

不⾜数
(Ａ)×法定雇⽤率－
(Ｂ)

2.06％

０人

1.05%

2人

なお、小田急箱根ホールディングス株式会社は、法定雇用義務はありません。

(イ) 未達成の場合の今後の対応 公益財団法人神奈川県公園協会は達成済み

株式会社ランドフローラについては、就労支援業者等を利用し、障害者雇用にお
ける受入体制の現状分析を行うとともに、社内での障害者雇用に対する意識改革や
環境の整備、キャリアパスの検討に努め、今後、採用機会の拡大を図ります。

(ウ) 障害者雇用促進法に基づく国(公共職業安定所⻑)からの障害者雇入れ計画
作成命令の有無

□有(計画作成命令を受けた後の対応について：

☑無

)

イ 障害者雇用促進の考え方と実績
■障がい者への就労機会提供の取組
グループ代表は、障がい者の就労を支援するため、指定管理業務や公益事業を通じ
て様々な取り組みを進めています。
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・指定管理業務における植物管理の一部を地元社会福祉法人に委託
・障がい者雇用に繋げるため神奈川障害者職業能力開発校実習生の職場体験を受入れ
・障がい者を雇用する企業が生産した花苗の公園への植栽や地域緑化団体への配布
・福祉作業所等が作成した菓子やグッズを販売する場を提供
・グループ代表は、障害者雇用率３％以上等の要件を満たしているため、「かながわ障
害者雇用ハート企業」として県が公表
■障がい者雇用を⾏う企業等への積極的な業務発注
グループ代表は、障害者就労施設、障害者雇用企業等への積極的な業務発注を推進
するため、「障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を定め、毎年度「実績」を
超える「調達目標」を設定し、その達成を図っています。調達方針・実績はグループ
代表のホームページで公表しています。
また、グループ代表は⻑年「社会福祉法人すずらんの会」に相模原公園の植物管理
業務を委託していることから、令和 2 年度神奈川県工賃向上支援事業「発注に貢献し
た企業」として表彰されました。
＜近年の発注状況＞
年度
調達目標
平成 29 年度
5,000,000 円
平成 30 年度
7,200,000 円
令和元年度
8,500,000 円
令和２年度
9,000,000 円

調達実績
7,135,366 円
8,352,366 円
8,783,936 円
8,222,302 円

主な調達内容
花壇植栽管理委託、草取り業務委託、苗⽊購⼊等
産業廃棄物処理委託、作業⽤ヘルメット購⼊等
植物管理委託、清掃業務委託、防災備蓄品購⼊等
植物管理委託、清掃業務委託、防災備蓄品購⼊等

グループ代表の次期指定管理期間における調達目標：指定管理期間中に 10,000 千円／年
(４) 障害者差別解消法に基づく合理的配慮など、「ともに生きる社会かながわ憲章」
の主旨を踏まえた取組
ア 取組の考え方
障害者差別解消法及び「ともに生きる社会かながわ憲章」の制定主旨を踏まえ、合
理的配慮の提供や広報啓発・研修等に取り組んでいます。
また、障がいのある方とご家族、介助者等が利用しやすい環境整備を促進するとと
もに、障がい者と障がい者以外の利用者が交流する機会を提供することで相互理解を
促進し、インクルーシブな利用環境の確保に努めます。さらに、各公園における指定
管理業務でのイベント等を通じて障がい者支援、障がい者理解の普及啓発に関する取
組を進めます。
イ 職員に対する研修
職員の障がいに関する理解を促進し、障がい者に対して
適切に対応するため、障害者基本法や障害者差別解消法等
の趣旨、法に基づく合理的配慮の考え方、「ともに生きる
かながわ憲章」の理念等について研修を実施します。研修
では「神奈川県における障害を理由とする差別の解消の推
進に関する対応要領及び留意事項」や内閣府作成の「合理
障害者理解促進研修の実施
的配慮の提供等事例集」を活用します。本公園では総括管
理責任者により、上記資料も活用し、日常の管理運営に即した職場内研修を実施しま
す。また、県の「障害者理解促進研修」を実施します。
ウ 合理的配慮の提供の具体的な取組
県等が実施する施設のバリアフリー化等の環境の整備を基礎として、様々な障がいに
応じて個別に合理的配慮を提供し、社会的障壁の除去に努めます。
物理的環境への配慮
(障がいに応じた利⽤への配慮)
・公園管理事務所での⾞いすの
貸出

意思疎通の配慮
(障がいに応じた意思疎通への配慮)
・積極的な声掛けによる利⽤案内、障がいの状況に応じたゆっくり丁寧な会話
・ピクトグラムの設置
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・⾞いす利⽤者の段差通⾏のた
めのスロープの配備、設置
・⾞いす利⽤者の目線を意識し
た展示作成
・触ったり香りを嗅いだりできる展
示作成
・起伏のある公園での送迎等の
サービスや⾞両の乗り⼊れ対応

・神奈川県ウェブアクセシビリティ方針に準じたホームページの作成・運⽤
・パンフレット等の点字化や読み上げ可能な電子データによる提供
・県の「色使いのガイドライン」に則った園内掲示物や配布物の作成
・手話講習会受講職員による窓口対応
・「耳マーク」の掲示による聴覚障がいの方への筆談などの配慮
・コミュニケーションボードやタブレット端末等の設置
・ホームページ等への「ほじょ犬マーク」の表示(補助犬の施設利⽤の促進)
・障がいのある方の家族、介助者等コミュニケーションを支援する方への丁寧な対
応

エ イベント等への参加促進
グループ代表では、障がいのある方を対象としたイベントや障がいの有無に関わら
ず、ともに楽しめるイベントの開催実績があり(ユニバーサルカヌー体験、ユニバーサ
ルデー、ボッチャ体験等)、本公園においても「ミニチュアこけしづくり」等を開催し
ます。
オ 公園利用者等への普及啓発
県との共同による「ともに生きるかながわ憲章」の巡回パネル展の開催や、普及啓発
ポスターの掲示を行いました。今後は、SDGs の「誰一人取り残さない」という理念も
併せて障がいのある方への適切な配慮について普及啓発を図ります。
(５) 神奈川県⼿話⾔語条例への対応
聴覚障がい者の方の安心安全な公園の利用環境を確保するために、意思疎通、情報取
得のための重要な手段である手話を使いやすい環境づくりに努めます。
ア 具体的な取組
■普及体制
グループ代表本部に、手話講習会の企画、手話に関す
る情報収集等を行う手話普及責任者(総務企画課⻑)を置
き、本公園には手話普及員(園⻑)を置き、手話の反復練
習等、職員の指導を行います。
■職員への教育、研修
・外部講師を招いた手話講習会の開催
手話講習会の開催
・朝礼や月例会議等を活用した手話の反復練習
・障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供及び「ともに生きる社会かながわ憲
章」の理念等に関する研修会の開催
■利用環境の向上
・手話講習会を受講した職員による窓口案内
・コミュニケーションツール(コミュニケーションボード、タブレット・端末)の設
置(再掲)
・電話以外の問い合わせツール(ホームページ、メール、SNS、FAX)の用意
・必要に応じたイベント等における手話通訳者の配置
(６) 社会貢献活動等、CSR の考え方と実績、SDGs(持続可能な開発目標 目標９(イ
ノベーション)、11(都市)、15(陸上資源))への取組
ア 社会貢献活動等、CSR の考え方と実績
(ア) 考え方
グループ代表では、CSR を「社会貢献活動」はもと
より、「公益法人としての設置目的、コンプライアンス
強化をベースに、事業運営を通じて地域社会への貢
献、環境への配慮を行い、地域の活性化に繋げていく
こと」と幅広く捉えています。このことは持続可能な
社会を目指す SDGs の理念とも繋がるため、その取組
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に積極的にコミットしています。この目標を達成するため、公園管理運営事業や公
益事業において幅広い活動を行っています。
グループ企業の事例として、小田急箱根 HD ではブランド化した水や緑茶を販売
し、売り上げの一部を自然保護などのための箱根町に寄付する「ミネラルウォータ
ー事業」の活動を行っています。
私たちグループは CSR について同様の考え方により実施しており、引き続き、本
公園の管理運営においてグループが一体となった社会貢献活動等、CSR に取り組み
ます。
(イ) 取組実績
■公益財団法⼈神奈川県公園協会

公園管理運営事業等を通じた取組
・地元企業への発注・物品調達、地域
雇⽤、地元商工会、観光協会との連
携、地域活性化イベント等による経
済の地域循環
・公園緑地に関する大学等の研究、教
育の場の提供、幼稚園、学校等の校
外学習への協⼒
・企業の CSR 活動の支援
・フォトコンテスト等による県⽴公園
全体の PR、自然環境の保全等の普及
啓発
・グリーンアーカイブスでの公園緑地
関係資料の保存・整理・閲覧
・公園・緑地に携わる官⺠の関係者を
対象に「都市公園における公⺠連携
のあり方」講演会開催

公益事業等としての社会貢献
・自治会、市⺠団体等の緑化活動を促進するため、公募に
よる活動団体への花苗配布を実施(福祉施設が生産した花
苗を調達し配布)
・県内の幼稚園、保育園に職員等を派遣し、野菜の栽培管
理・指導等を通じた⾷育の普及啓発を実施
・大和市渋谷学習センターで「親子で学ぶ SDGｓ⼊門」出
張講座を開催
・学校等への講師派遣による自然環境の保全等に関する普
及啓発を実施
・横浜市の「ガーデンネックレス横浜」に参画し、市街地
の緑化活動の⼀環として神奈川県庁にハンギングバスケ
ットを展示
・地域と連携した公園周辺道路等の清掃活動「ゴミゼロア
クセス」を実施
・遊休農地を借り上げ、県内の学校、商業施設等の緑化活
動に活⽤される苗⽊を生産
・東日本大震災、熊本地震被災地への寄付活動の促進((⼀
財)日本公園緑地協会を通じた寄附)

■小田急箱根ホールディングス株式会社

CSR
ミネラル
ウォーター事業

社会貢献活動等
「箱根の森から」ブランドのナチュラルミネラルウォーターと緑茶を商品化して販
売し、売上の⼀部は自然保護などのために箱根町に寄付

イ SDGs(持続可能な開発目標
目標９(イノベーション)、11(都市)15(陸上資源))への取組
グループ代表では、2017 年 12 月のエコプロ※１への出展を契機に、いち早く公園の管
理運営と SDGs の親和性に着目し、段階的に様々な取組を進めてきました。

※１東京ビッグサイトで開催される環境配慮サービス等に関する展示会

■グループ代表の SDGs 推進モデル
「公園の都市インフラ機能」を「パートナーシップ」により強化し課題解決に取り組む

外務省 HP リンクを承認された
ジャパンロゴマーク
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ＳＤＧｓ宣⾔
5月 公園管理運営の取組を
SDGｓと紐づけ宣言を公表、
外務省WEBページのリンク
認証
意識醸成
12月 県と共にエコプロ2018
出展、内閣府の「地方創生
SDGs官⺠連携フォーラム」
への参画や「SDGsアワー
ド」への応募等を通じて職員
の意識醸成

ステップ２ 2019年〜
利⽤者や県⺠への普及

ステップ３ 2022年〜
都市公園での取組加速

第1期「かながわSDGsパートナー」
登 録

「SDGｓ積⽴資産」等を

公園での普及活動
SDGｓ達成に向けた取組方針を公園
ごとに作成、園内に掲示等、SDGｓ
の意義を利用者に周知

再生可能エネルギーの活
用や持続可能な地域づく
り、生物多様性の保全等
の取組を「ＳＤＧｓ推進
事業積立資産」等※２も
活用しパートナーシップ
により公園で取組促進

地域等での普及活動
・市町村への出張講座や県職員対象
の研修会での発表等各方面への周知
・県やSDGｓの先進的な取組を進め
ている企業、大学、地域団体の協力
を得て、七沢森林公園で「SDGｓ
フェス」を開催 等々

活⽤した実践

公 園 か ら 持 続 可能 な 社 会 の実 現 へ

ステップ１ 2018年〜
SDGs宣⾔、職員の意識醸成

※２グループ代表が、公園の管理運営での SDGs 推進に取り組むため、2017 年度〜
2021 年度に積み立て、2022 年度以降の活動に充てる資金。SDGs 推進事業積立資
産（積立金 46,350 千円）は事業展開に、SDGs 推進資産取得積立資産（13,300 千
円）は機器類の購入に充当
強靭なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る
災害時の公園のポテンシャルの向上：大規模災害等を想定した防災機能向上、樹林地の維持管理によ
る災害防止と軽減／再生可能エネルギーの積極的な活用：再生可能エネルギーを活用した電力確保の
促進、発生材の園内活用
包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人間居住を実現する
誰もが安全安⼼に楽しめる公園管理：障がい者、子育て世代、高齢者、外国人等への対応、地域と連
携した事故防止のための取組
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対
応、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。
生物多様性に配慮した維持管理：希少動植物の保護、外来種防除、公園の環境特性に合わせた生態系
保全／環境教育の推進：観察会等の開催、市⺠団体等との連携・活動活性化

■本公園での具体的な取組

園路沿いや広場付近など、来園者の安全確保が重要な箇所を中心に、枯損木や枯れ枝の状
況や病虫害の状況を確認し、伐採や樹木医による診断、病害虫防除等を速やかに行っていま
す。
・台風シーズンの前には、急斜面及び園路沿いの樹木の集中的な点検を行い、災害の未然防
止
・斜面地に樹林が密生しており倒木等の危険性が高い区域(湖畔路エリア)における枯損木や
枯枝の発生等重点的にパトロール日頃の巡視による樹林地の危険木や斜面の安全チェック
・落葉等の発生材の活用
・障がい者や高齢者への車椅子の貸出や園内の電気自動車での送迎
・外国人観光客への多言語案内板やパンフレット、多言語おもてなしタグでの紹介等
・希少植物の保護、パークボランティアとの連携による自然を学ぶ観察会の開催
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＜令和４年度実施内容＞
（1）指定管理業務を実施するために必要な団体等の企業倫理・諸規定の整備、施設設備の維持
管理に関する法規や労働関係法規などの法令順守の徹底に向けた取組の状況(労働条件審査の
実施予定など施設職員に係る労働条件の確認の有無を含む)
（2）指定管理業務を行う際の環境への配慮の状況
（3）障害者雇用促進法の法定雇用率の達成状況等、障害者雇用促進の考え方と実績
（4）障害者差別解消法に基づく合理的配慮など、
「ともに生きる社会神奈川憲章」の主旨を踏ま
えた取組
（5）神奈川県手話条例への対応
（6）社会貢献活動等、CSR の考え方と実績、SDGs(持続可能な開発目標 目標 9(イノベーショ
ン)、11(都市)、15(陸上資源))への取組
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計画書 14「事故・不祥事への対応、個⼈情報保護」
(１) 募集開始の日から起算して過去 3 年間の重⼤な事故または不祥事の有無ならびに
重⼤な事故等があった場合の対応状況及び再発防止策構築状況
ア 募集開始の日から起算して過去３年間に重⼤な事故または不祥事の有無
無し
イ 事故等があった場合の再発防止策構築状況
事故等があった場合は、次のとおり迅速、的確に対応し、再発防止の徹底を図りま
す。
・グループ代表の「事故防止対策会議の実施要領」基づき、本公園に「事故防止対策
会議」を設置し、事故原因の究明、事故防止対策の検討を行い、本部に報告すると
ともに全職員に周知
・重要な事故等については、グループ代表の「事故対策委員会設置要領」に基づき、
本部に「事故対策委員会を設置し、事故等にかかる対応策、原因の究明、再発防止、
職員に対する事故等の防止の啓発等について協議
・グループ代表の役員、全ての所属⻑が出席する「事故・不祥事防止会議」において
周知・共有
・事故・不祥事等が発生した場合は「事故・不祥事等に関する報告書」により、速や
かに県に報告(指定期間開始までに連絡網を県に報告)
(２) 個⼈情報保護についての方針・体制、職員に対する教育・研修体制及び個⼈情報
の取扱いの状況
ア 個⼈情報保護のための方針・体制
グループ代表では、公園利用者からの信頼を得るためには、利用者等の個人情報を
適切に管理することが必要不可欠であるとの認識のもと、「個人情報保護方針」を公
表し、公益財団法人神奈川県公園協会個人情報保護規程(以下「個人情報保護規程」と
いう。)をはじめ諸規程を整備し、個人情報の適正な保護に取り組んでいます。
【神奈川県公園協会個人情報保護方針(抜粋)】
１．法令・規範の遵守
個人情報保護に関する法律、県個人情報条例及び協会個人情報保護規程などの法
令・規範を遵守する。
２．個人情報の適正な管理及び研修
職員から個人情報管理者を指名するとともに、公園ごとに個人情報責任者・取扱従
事者を置き、必要かつ適正な措置を講ずる。
すべての職員に個人情報の取扱いについて研修を行う。
３．個人情報の利用目的の範囲内での取得
個人情報の取得に当たっては利用目的を明らかにし、本人同意のもと必要な範囲で
取得し、取得した個人情報は利用目的の達成に必要な範囲を超えた利用は行わない。
４．個人情報の安全管理
取得した個人情報は、漏洩、滅失または毀損の防止など安全管理に必要かつ適正な
措置を講ずる。
５．個人情報の第三者への提供
取得した個人情報の第三者への提供は、利用目的に従った範囲内で適正に行い、本
人の承諾を得た場合及び
法令による場合を除き個人情報を第三者に提供しない。
６．個人データの開示及び消去等
保有する個人データについて、本人から開示、訂正、利用停止等の申し出があった
場合は適正に対応し、保有の必要性がなくなった個人データは速やかに消去・廃棄す
る。
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７．相談窓口の設置
■個⼈情報保護のための組織体制
グループ代表では、「個人情報保護規程」に定められた内容の実効性を確保する
ため、事務局⻑を個人情報管理者に指名し、協会が保有する個人情報に関する規定
等の整備や研修の実施など必要な措置を講ずることとしています。
また、公園で管理する個人情報を適正に管理するため、園⻑を業務にかかる個人
情報取扱責任者として、公園職員のうち実際に個人情報を取り扱う職員を個人情報
取扱従事者に指定することにより、個人情報の管理責任を明確化し、個人情報保護
に取り組んでいます。

グループ代表における個人情報保護に関する組織体制
理事⻑ 事務局⻑(個人情報管理者：個人情報の規定の整備、研修の実施、個人データの取扱状況
況の点検・監査)
個人情報取扱責任者(園⻑を公園における取扱責任者として指定)
個人情報取扱従事者(公園職員のうち個人情報を取り扱う者を指定)

※個人情報の取扱いに関する相談窓口を総務企画課に設置

■個⼈情報保護のための諸規程の整備
グループ代表では、県の個人情報保護条例及び指定管理者と県が締結する基本協
定に基づき、個人情報保護規程を定め、さらに同規程第 9 条(個人データの適正管
理)を受け作成した「協会が保有する個人情報の扱いに関するガイドライン」におい
て具体的な取扱事項を定めるなど、個人情報保護に関する諸規程を整備していま
す。
マイナンバー制度にかかる役職員及び外部講師等の特定個人情報については、
「特定個人情報の適正な取扱いに関する要綱」を定め、指定された職員が専用機器
においてデータ管理を行うなど、厳重に管理しています。
個人情報に関する規程

個人情報保護方針／公益財団法人神奈川県公園協会個人情報保護規程
／協会が保有する個人情報の扱いに関するガイドライン／特定個人情報の適
正な取扱いに関する要綱／ソーシャルメディアの利⽤に関するガイドライン

なお、グループ代表のホームページにおいて、個人情報保護方針、個人情報保護規
程、特定個人情報の適正な取扱いに関する要綱を公表しています。
イ 職員に対する教育・研修体制
新規職員研修や実務者担当者研修において、上記の方針や規程等の周知を図ります。
所属⻑会議において個人情報保護に関する規定の改正等の周知を行い、また、事故・不
祥事防止会議で機会をとらえて個人情報保護に関する事故や事例の研究、未然防止対
策、事後対策を共有しています。これを受けて、園⻑は職場会議等を開催するなどし
て、個人情報保護の徹底を図っています。
・「新規職員研修」、「実務担当者研修」(年 1 回)
・「所属⻑会議」、「事故・不祥事防止会議」(月 1 回程度)
・必要に応じて県等が主催する外部研修を受講
ウ 個⼈情報の取扱いの状況
■厳格な取扱いの徹底
個人情報等の情報管理に関するチェックリスト等に基づき、厳格な管理を行いま
す。
・個人情報に係る資料、個人データの漏洩、盗難防止のため、金庫、鍵付き書庫等で
厳重に管理・不要となった個人情報については、紙媒体はシュレッダー、電子媒体
は外部メディアの物理的破壊等による復元不可能な状態での確実な削除・廃棄
・イベントの写真撮影時等における個人が特定されないよう配慮の徹底
・特定個人情報を扱う機器の特定及び作業場所の限定の徹底
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■個⼈情報の漏えいが発生した場合の対応
公園で個人情報の漏えいが発生した場合、速やかに個人情報管理者に報告し、個
人情報管理者は対象となる方々や関係機関に報告し、二次漏えいの防止措置を講じ
ます。また、速やかに再発防止策を検討し必要な対策を講じます。
■電子データの取扱いに関するセキュリティ強化
・不用パソコン、サーバ等の廃棄処理時における「協会が保有する個人情報の扱い
に関するガイドライン」に基づき、内蔵ハードディスクの物理的破壊による確実
なデータ消去
・廃棄物業者に委託する場合、職員立ち合いのもと専用機器を用いたハードディス
クの物理的破壊及びデータ復元不可能状態の確認の徹底。マニフェストに基づく
産廃処理の確認
・県主催「サイバーセキュリティセミナー」の受講や、専門業者への日常的な相談
等による積極的な最新セキュリティ対策の情報収集
・ウイルス感染や不正アクセス等に備え、被害拡大防止と速やかな復旧を図るため
「対応マニュアル」や体制整備
・第三者の専門機関による情報システムの安全性の確認履行済み
■ソーシャルメディア利用での対応
情報発信にあたりソーシャルメディアの重要性が増すなか、拡散性、双方向性等
の特性から個人情報保護への配慮について必要な取組を進めています。
・グループ代表「ソーシャルメディアの利用に関するガイドライン」に基づく個人
情報の適切な取扱い
・本グループがソーシャルメディア上に個人情報を書き込む場合は事前の本人同意
を徹底
・投稿者(本グループ以外)が投稿者自身以外の個人情報を書き込んだ場合、協会の権
限の範囲内において他人の個人情報記載を控える旨の注意喚起や投稿を削除
■情報公開への対応
文書等の情報公開の申し出があった場合は、グループ代表の「情報公開規程」
の定めにより、公開の申出に係る文書等に、特定の個人が峻別され、若しくは峻
別され得るもの又は特定の個人を峻別することができないが、公開することによ
り、個人の権利利益を害する恐れのあるものは、公開しないこととしています。

＜令和４年度実施内容＞

・記載内容を適切に実施します。
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