
西東京市立公園（西東京いこいの森公園及び周辺の市立公園）指定管理者候補の選定結果 

 

１ 管理の対象  

  市立公園 54 施設（別紙 1「対象市立公園」のとおり） 

 

２ 募集の概要 

(1) 公募期間 

令和２年７月１日から令和２年９月 15 日まで   

(2) 応募団体 

 １団体 

(3) 指定期間 

 令和３年４月１日から令和８年３月 31 日まで 

 

３ 選定の概要と結果 

(1) 選定主体 

  西東京市立公園指定管理者候補選定委員会 

(2) 選定方法 

選定結果表の選定基準のとおり 

(3) 審査 

   第１次審査    令和２年 10 月８日 

            書類審査・資格審査 

            第１次審査通過団体の選定 

            第２次審査要領の確定 

    

第２次審査    令和２年 10 月 30 日 

            面接及びプレゼンテーション選考 

第１次・第２次審査の合計得点により選定 

  ※１団体のため、最低合格点を設定 

 

４ 選定結果 

(1) 指定管理者候補 

  西東京の公園・西武パートナーズ 

   代表団体 西武緑化管理株式会社 

   構成団体 特定非営利活動法人 エヌピーオーバース 

   構成団体 株式会社尾林造園 

(2) 選定結果 

  別紙２「選定結果表」のとおり 



 

別紙１ 

 

対象市立公園  

54 施設 

市 立 公 園 名 所 在 地 

西東京いこいの森公園 緑町 1-2515-3外 

谷戸二丁目第２公園 谷戸町 2-2938－11 

谷戸セントラルパーク 谷戸町 2-2938-268 

谷戸イチョウ公園 谷戸町 2-3020 

泉町きつつき公園 泉町 5-2289-1の一部 

泉町第三公園 泉町 6-467-6 

住吉第四公園 住吉町 1-1582-4 

住吉町上宿公園 住吉町 1-1632-10外 

住吉町第三公園 住吉町 4-2464-1外 

ひばりが丘三丁目けやき公園 ひばりが丘 3-1616-11 

ひばりが丘西けやき公園 ひばりが丘 3-1616-18 

谷戸せせらぎ公園 谷戸町 1-2893-6外 

ひばりが丘さくらの道公園 ひばりが丘 3-1616-45外 

泉小わくわく公園 泉町 3-1730-5 

北原交差点緑地 田無町 1-2709 

緑町一丁目第１公園 緑町 1-2562 

緑町一丁目第１緑地 緑町 1-2571-1 

緑町一丁目第２緑地 緑町 1-2580-69 

緑町二丁目第１公園 緑町 2-2492 

緑町二丁目第２公園 緑町 2-2492 

緑町二丁目第３公園 緑町 2-2495-109 

緑町二丁目第４公園 緑町 2-2490-5外 

緑町二丁目第５公園 緑町 2-2510-24 

緑町二丁目第１緑地 緑町 2-2497 

緑町二丁目第２緑地 緑町 2-2483-6 

緑町三丁目第１公園 緑町 3-2966 

北原一丁目第１緑地 北原町 1-2718 外 

北原三丁目第１公園 北原町 3-2661 

北原三丁目けやき公園 北原町 3-2669-37 外 

北原第二児童遊園 北原町 3-2633 

東町二丁目第１緑地 東町 2-449-８ 

泉町三丁目第１緑地 泉町 3-1754-16 外 

泉町三丁目第２緑地 泉町 3-1799-6 

住吉くすのき公園 住吉町 1-1596-9 



市 立 公 園 名 所 在 地 

住吉町一丁目第１緑地 住吉町 1-1626-6 

住吉第一ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ 住吉町 2-2660-10 

住吉第二ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ 住吉町 2-2660-29 

住吉町第一児童遊園 住吉町 2-2736-33外 

住吉町三丁目第１緑地 住吉町 3-2623-9 

住吉森林公園 住吉町 3-2643-1の一部 

ひばりが丘公園 ひばりが丘 1-1548-1外 

はなみずき公園 ひばりが丘 2-1581-11の一部 

谷戸第四児童遊園 谷戸町 1-2827 

谷戸一丁目第１公園 谷戸町 1-2862 

谷戸一丁目第２公園 谷戸町 1-2913 

谷戸ゲートパーク 谷戸町 2－2938－110外 

谷戸二丁目第１公園 谷戸町 2-3020-120 

谷戸三丁目第１公園 谷戸町 3-3107 

谷戸三丁目第１緑地 谷戸町 3-3116 

谷戸三丁目第２緑地 谷戸町 3-3107 

谷戸三丁目第３緑地 谷戸町 3-3142-17 

緑町二丁目けやき公園 緑町 2-2511-1 

住吉町三丁目ひばり緑地 住吉町 3-2617-14 

ひばりが丘二丁目第１緑地 ひばりが丘 2-1618-58 

 



別紙２ 

選定結果表 

区分 選 定 基 準 満 点 

西東京の公園・

西武パートナー

ズ 

第
１
次
審
査 

1.市の方針を踏まえ、公園の平等な利用等が確保されること 112 94 

  

(1)公園の管理業務を行う上での基本的な方針について 56 50 

(2)平等な利用等を図るための具体的な手法について 56 44 

2. 事業計画書の内容が公園の効用を最大限に発揮するとともに効

率的な管理業務ができること 
504 416 

  

(1)管理業務における安全管理とその対策について 112 88 

(2)要望・苦情等への的確な対応について 112 92 

(3)公園の維持管理における適切な対応について 84 66 

(4)市民サービスの向上を図るため内容とその効果について 112 92 

(5)市民協働の推進のための取組みと積極性について 84 78 

3. 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財

政的基盤を有していること 
224 174 

  

(1)安定的な運営が可能となる人的能力について 112 88 

(2)収支計画の内容の的確性及び管理経費の縮減について 56 44 

(3)安定的な運営が可能となる経営的基盤について 56 42 

計 840 684 

第
２
次
審
査 

面接・プレゼンテーション 280 226 

 
合  計 1,120 910 

 


