
評価シート（年度評価）

１　基本情報

久屋大通庭園の管理運営業務

平成30年4月～平成31年3月

２　評価結果

管理体制 1 適切な職員配置

緊急時の体制

人材育成

1 園内清掃

樹木・花壇等の管理

建物・設備の管理

保守・点検・小修繕

管理水準の維持

関係書類の調製・保管

市民との協働による活動

2 利用者アンケートの実施

利用者ニーズの把握と反映

接客・接遇向上の取組

苦情・要望に対する適切な処理

個人情報の適切な管理

3
まちづくりへの貢献

周辺地域や他施設との連携

イベント、広報、ＰＲ

4
庭園管理

レストラン等営業施設の運営

5 事業計画に基づく自主事業の実施

集客対策への効果

自己評価 1 利用者数の増加

法令・協定の遵守

事業計画との比較分析

　大型イベントが無くなったことによ
り利用者数は減少したが、大型イベン
トに頼らない集客を目指している。

　他施設等との連携に努めるととも
に、新たにインスタグラムを活用する
などイベント情報等の積極的なＰＲに
努めた。
　また、冬季においても楽しんでもら
えるよう、「冬花の散歩道」などの見
どころを創出した。

○

○
　庭園の魅力づくり、話題づくりのた
め、「睡蓮の池」をテーマに、熱帯・
温帯スイレンの展示を実施。

○
　写真スポットを増設し、ＳＮＳ対応
により幅広い年齢層の取り込みに努め
た。

　指定管理者、テナントが協力して、
施設全体で円滑な運営が行われてい
る。

　都心の憩いの場、交流・にぎわいの
場として、きめ細かな維持管理がなさ
れている。
　また、生垣剪定、芝管理については
本部とチームを組み職員で実施するな
ど、職員の技術力向上及び経費節減に
も努めている。

　立地条件を生かし、他施設、他団体、地域との連携による協働事業を積極的に実施するとともに、
事業者間のつながりによる花きや庭園に関する催事などを展開し、コンセプトの深化に努めているこ
とは評価できる。また、少人数のスタッフでＳＮＳを活用した情報発信など魅力発信に努め、職員に
よるアンケート調査を実施するなど利用者満足度の向上に努めていることは評価できる。
　収支バランスの改善に向けて工夫に努めるとともに、外国人観光客への訴求力の向上、リピーター
対策、講習会・回遊性の分析などさらなるニーズの把握に努め、質の高い提案を続けて欲しい。

自主事業

自己評価

【総合評価】

維持・管
理運営等

維持管理

運営管理

◎

○
　イベント時のアンケートに加え、新
たに講座アンケートを実施し利用者
ニーズの把握に努めた。

魅力増進・
利用促進

施設特有の
管理

管理体制

○

◎

　　久屋大通庭園の管理運営状況

指定管理者名

評価対象期間

評価項目

公益財団法人名古屋市みどりの協会

＜所管局：緑政土木局＞

評価区分 特記事項

指定管理期間 平成26年4月～令和6年3月

施設の所在地 名古屋市中区大須4丁目4番1号

主な業務内容



施設の現状

久屋大通庭園

※支出のうち「その他」欄は、経常修繕費を記載

26,797 ―

特記事項

　平成26年3月31日をもって、ランの館は閉館し、リニューアル工事ののち平成26年9月27日に無料施設とし
て再オープンしました。

平成30年度

550,482

特記事項

管
理
運
営
指
標
の
状
況

取組状況

指標 単位 平成27年度 平成28年度

26,797 ― 26,797 6,114 ― 20,683

平成29年度

入園者数 人 621,847 632,356 642,959

施
設
の
現
状

施設概要

　久屋大通公園の最南端に位置し、「人々の憩いの場、交流・にぎわいの場」を基本コンセプトに、５つの屋
外庭園と建物内のクリスタルガーデンのほか、イタリアンレストランやカフェなどを備えた、市民の皆さまがくつ
ろぎ、楽しむことができる無料施設として再オープンしました。

　リニューアルにあたっては、民間活力の導入による新たな事業展開を図るため、積極的な民間投資を誘導
し、事業者による柔軟な管理運営を可能としました。そのため、指定管理期間については、民間事業者なら
ではの柔軟かつ新たな視点から見た活用方法・事業内容を実施することが可能で、かつ、事業費の回収に
十分な期間として10年としています。

市の収支状況(千円)　（30年度決算見込み額）

支出 収入

指定管理料 その他 計 使用料 その他特定財源 一般財源 計 利用料金



評価シート（中間評価）

１　基本情報

２　管理運営状況（評価結果の推移）

法令・協定の遵守

事業計画との比較分析

 7 自己評価 26年度 27年度 28年度 29年度 【26年度】9/27～入館者数：346,381人
（H26.04～09閉館）
【27年度】平成２７年度の入園者数は621,847人であり、リニューアル初
年度並みの数字を確保した。
【28年度】平成28年度の入園者数は632,356人であり、平成27年度
（621,847人）を上回った。
【29年度】平成29年度の入園者数は642,959人であり、平成28年度
（632,356人）を上回った。
【30年度】大型イベントが無くなったことにより利用者数は減少した
が、大型イベントに頼らない集客を目指している。

利用者数の増加

○ ◎ ○

【26年度】実施計画水準以上にイベントを実施している。季節の行事に
あわせたイベントを効果的に行っている。（ｸﾘｽﾏｽ・ｳｨﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ・ﾊﾞﾚ
ﾝﾀｲﾝ）
【27年度】営業施設と連携をとったイベント等の実施により、年間を通
じて極度に落ち込む月のない利用者数の確保ができた。（「5 施設特有
の管理」と共通）
【28年度】継続的な事業展開により、安定した集客結果をえた。
【29年度】親子連れなど幅広い年齢層の集客にも努め、安定した集客結
果をえた。
【30年度】写真スポットを増設し、ＳＮＳ対応により幅広い年齢層の取
り込みに努めた。

30年度

集客対策への効果

事業計画に基づく自主事業の実施

◎ ○ ○

 6 自主事業

庭園管理

レストラン等営業施設の運営

周辺地域や他施設との連携

イベント、広報、ＰＲ

 5 施設特有の管理

 4 魅力増進・利用促進 26年度 27年度 30年度

まちづくりへの貢献

◎

【26年度】庭園サポートボランティアによりアンケートを実施した（の
べ100人,12～1月）。ご意見箱を設置し、早期対応できるものは実施して
いる。ホスピタリティの観点に欠ける場面が時折みられた。
【27年度】アンケート結果により、利用者層がある程度把握されたの
で、今後はそこを中心に運
営を図っていくのか、さらに他の層の利用拡大をねらっていくのかの検
討が望まれる。
【28年度】イベント時のアンケート、園内に設置した意見箱、来園者に
対するヒアリングを実施し、利用者ニーズの把握に努めている。
【29年度】イベント時のアンケート、園内に設置した意見箱、来園者に
対するヒアリングを実施し利用者ニーズの把握に努め、接遇向上のため
の研修も実施した。
【30年度】イベント時のアンケートに加え、新たに講座アンケートを実
施し利用者ニーズの把握に努めた。

利用者アンケートの実施

○ ○ ○

利用者ニーズの把握と反映

接客・接遇向上の取組

苦情・要望に対する適切な処理

個人情報の適切な管理

 3 運営管理

樹木・花壇等の管理

26年度 27年度 30年度

○ ◎

28年度 29年度

◎保守・点検・小修繕

管理水準の維持

関係書類の調製・保管

市民との協働による活動

人材育成

 2 維持管理

緊急時の体制

26年度 27年度 30年度
【26年度】トイレのペーパー補充や、洗面台の清掃等が不十分であっ
た。未協議で倉庫を設置し美観を損ねた。
【27年度】都心の緑地空間として十分な維持管理がなされている。庭園
サポートボランティア・花の手入れボランティアの活用により市民協働
を図っている。
【28年度】都心の緑地空間として十分な維持管理がなされている。庭園
サポートボランティア・花の手入れボランティアの活用により市民協働
を図っている。
【29年度】水抜きによる池清掃を年３回実施するなど快適性の保持に努
めるとともに、都心の緑地空間としてきめ細やかな維持管理がなされて
いる。庭園サポートボランティア・花の手入れボランティアの活用に加
え、フラリエみらい花フェスタのメインガーデンをボランティア40名で
制作するなど市民協働を図っている。
【30年度】都心の憩いの場、交流・にぎわいの場として、きめ細かな維
持管理がなされている。また、生垣剪定、芝管理については本部とチー
ムを組み職員で実施するなど、職員の技術力向上及び経費節減にも努め
ている。

園内清掃

△ ○

建物・設備の管理

久屋大通庭園の管理運営業務

26年度 27年度 30年度
【26年度】収益施設として必要な避難訓練・消火訓練を実施した。
12/31、1/1、メンテナンス日以外は営業を行った。
【27年度】管理要員だけでなく、テナントと協力した施設全体での円滑
な運営を行った。
【28年度】管理要員だけでなく、テナントと協力した施設全体での円滑
な運営を行われている。
【29年度】管理要員、テナントが協力して、施設全体で円滑な運営が行
われている。
【30年度】指定管理者、テナントが協力して、施設全体で円滑な運営が
行われている。

適切な職員配置

○ ◎ ○

久屋大通庭園における指定管理者の管理運営実績

＜所管局：緑政土木局＞

指定管理者 公益財団法人名古屋市みどりの協会

主な業務内容

指定管理期間 平成26年4月～令和6年3月平成26年4月～平成31年3月評価対象期間

評価項目 評価区分 特記事項

 1 管理体制 28年度 29年度

◎ ○

28年度 29年度

○ ○

28年度 29年度

28年度 29年度

◎

【26年度】大須商店街、名古屋まつり、栄地区の賑わいづくりやエリア
の回遊性に配慮している。広報への取組み姿勢、パンフレット等の成果
物の工夫に改善の余地が認められる。
【27年度】都市の立地を生かした事業の展開と利用増進に向けた各種Ｐ
Ｒにつとめた。
【28年度】フラリエみらい花フェスタの誘致や周辺地域・他施設との連
携に努めるとともに、イベントの情報等積極的にＰＲに努めた。
【29年度】大学や近隣商業施設とイベントを開催し連携に努めるととも
に、新たにＬＩＮＥ＠を活用するなどイベント情報当の積極的なＰＲに
努めた。
【30年度】他施設等との連携に努めるとともに、新たにインスタグラム
を活用するなどイベント情報等の積極的なＰＲに努めた。また、冬季に
おいても楽しんでもらえるよう、「冬花の散歩道」などの見どころを創
出した。

【26年度】６つのゾーンを活かした特色ある庭園管理をしている。シャ
クナゲのみち、桜の小道、バラ等季節の花のみどころを形成している。
【27年度】営業施設と連携をとったイベント等の実施により、年間を通
じて極度に落ち込む月のない利用者数の確保ができた。（「6 自主事
業」と共通）
【28年度】施設の魅力アップに取り組んでいるが、収支の改善が望まれ
る。
【29年度】クラウドファンディングによる「西洋しゃくなげの森」の造
成など創意工夫や、施設の魅力アップに取り組んでいるが、収支の改善
が望まれる。
【30年度】庭園の魅力づくり、話題づくりのため、「睡蓮の池」をテー
マに、熱帯・温帯スイレンの展示を実施。

○ ○ ○ ○

26年度 27年度 30年度

○ ○

○

26年度 27年度 30年度

○

○ ○ ○

28年度 29年度

◎



３　利用状況等

４　収支状況等

５　利用者の意見や満足度等

６　総合評価

年度ごとの総合評価（所管局のコメント・特記事項等）

平成26年度

　公共施設であることを意識したターゲットの考え方、公共施設の新しい形を模索しようとする姿勢は評価できる。
　また、施設の基本コンセプト、テーマ性のある庭園管理で、無料公園でありながら、高いクオリティを維持し、提供
していることは評価できる。
　ニーズの把握・改善に努め、満足度向上につながる持続性を持った管理運営を期待する。

平成27年度

　施設の基本コンセプト、テーマ性のある庭園管理で、高いクオリティを維持し、提供していることは評価できる。
リピート率が増えてきている点なども評価できる。今後はフラリエだからこそといえるような多様でありながら質の高
いメニューの提供に長期的に取り組んでほしい。
　適切な管理運営の中で、アンケートやモニター数の増加を含め、ニーズの把握・分析に努め、さらなる利用者の満足
度向上を目指して欲しい。

平成30年度

　立地条件を生かし、他施設、他団体、地域との連携による協働事業を積極的に実施するとともに、事業者
間のつながりによる花きや庭園に関する催事などを展開し、コンセプトの深化に努めていることは評価でき
る。また、少人数のスタッフでＳＮＳを活用した情報発信など魅力発信に努め、職員によるアンケート調査
を実施するなど利用者満足度の向上に努めていることは評価できる。
　収支バランスの改善に向けて工夫に努めるとともに、外国人観光客への訴求力の向上、リピーター対策、
講習会・回遊性の分析などさらなるニーズの把握に努め、質の高い提案を続けて欲しい。

 常に魅力発信に努め、市民意見やニーズの変化に的確に対応しながら、質の高い空間づくりを継続しており評価できる。
また、立地特性を生かし、外部の資源（持ち込み型のイベント、展示など）を生かした運営がなされ、いつ訪れても花と
緑に出会えるという「安心感」「期待感」があり、５年間の改善は結果に出てきていると考える。
 収益事業の果実を庭園管理に投入するという新しい管理モデルの先進的な事例でもあり、次の５年に向け、リピーター対
策、収支バランスの改善など知恵を絞り、新たな投資や内容の転換を行って、更なる来園者の獲得に努めてほしい。

利用者の意見や満足度等の内容・推移

　利用者へのアンケート結果では、「庭園満足度」において、おおむね9割の方から「大変満足」または「満足」の評価を
得ており、利用者満足度は高い。

具体的な取組みや成果等

　平成26年度から30年度の各年度において支出超過となったが、光熱水費の削減や、設備投資による建物管理費の削減な
どにより、平成29年度以降、支出超過の額は減少傾向にある。

具体的な取組みや成果等

　平成26年9月27日に無料庭園としてリニューアルオープンし、魅力ある庭園管理やイベント・講習会を通して入園者数増
に努めた。
　≪入園者数≫平成26年度：346,381人　平成27年度：621,847人　平成28年度：632,356人
　　　　　　　平成29年度：642,959人　平成30年度：550,482人

所管局のコメント・特記事項等

平成28年度

　季節ごとのテーマ性のあるイベント、展示会を開催しながら、高品質の空間を提供している点は評価できる。
　一方、フラリエのコンセプトにどう近づけたのか、何を伝えるのかを明確にし、利用者の気づきなどを把握するため
に、アンケート内容の再検討をしてほしい。
　また、公共性や公益性を担保しながら、フラリエならではの幅広い利用につなげていくため、ＳＮＳなどＩＴを活用
した積極的な広報や更なる分析、自己評価を加えて管理運営してほしい。
　収支については、次の期間の具体的な増収計画をたて、改善を図るよう期待したい。

平成29年度

　近年の名古屋駅への人の流れを考慮すると、頑張っており、クラウドファンディングを活用した新たな取り組みは評
価できる。今後の栄地区再開発において、どのような役割が担えるか、考えていってほしい。
　「～花と緑に囲まれたライフスタイルガーデン～」というコンセプトがイベント内容とかい離しないように注意し
て、軸がぶれないようにしっかりと保つことで、ブランディングの高まりにつなげてほしい。


