
中村公園

【様式22】

提 案 の 概 要 

施設名：中村公園              

団体名：岩間造園株式会社
                                     ※複数の団体により構成されるグループは 

                                      各構成団体の名称もあわせて記入する。 

（１）管理運営全般について

①施設の管理運営に対する方針等

【中村公園の役割】 

「歴史・文化資源が豊かな公園」 

秀吉・清正ゆかりの史跡や、記念館・豊頌軒といった登録有形文化財の保存活用が求められる。

「まちなかの広域緑地」 

豊國神社の鎮守の森と一体となった都心の貴重な緑地であり、大径木が心地よい木漏れ日空間

を形成。フジやサクラの季節には大勢の人で賑わう。 

「地域活動の中心にある公園」 

春の太閤花見茶会、５月の太閤まつり、中村公園夏まつり、10 月の区民まつりなど、年中を

通して地域の一大イベントが開催される。 

【中村公園の特性】 

「地域の方々に愛されている公園」 

中村公園振興会、公園愛護会、中村まち歩きマイスターの会、秀吉清正の公園をつくる会等、

公園の運営管理に協力してくれる市民団体が多い。 

「協働できる近隣施設が多い公園」 

中村公園文化プラザ、中村スポーツセンター、豊國神社、常泉寺や妙行寺等、イベント・講習

会で協働関係を構築できる多種多様な近隣施設が多くある。 

【現状分析】 

課題：①公園のマネジメント ②自然の恵みを楽しむ機会の拡大 ③公園経営を担う市民・事業

者の人材育成 ④情報発信・広報の強化 ⑤記念館の夜間利用の促進 

【管理運営の抱負】 

中村区全体のまちおこしムーブメントに合わせて、広場や駐車場の整備など段階的にバリュー

アップしている公園を、地域活性化に寄与する公園にしていくために、様々な市民の方々と協働

しながら新たな魅力の創造に取り組む。 

【維持管理方針】 

安全・安心快適性の追求＋「感性」（美しさ）を大切にする創造的な維持管理 

アメニティー巡回、園内のごみ・落ち葉清掃、トイレ清掃、雨水桝・排水管の定期的な清掃、

太閤池・ひょうたん池の水質保持浄化、園路の通行の円滑化、季節の花の一輪挿しや花飾りの配

置、茶庭の筧の定期的な交換、桐蔭茶席の竹の再生継続、香りの園のハーブ園としての再生計画
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【中村公園のめざす公園像に資する提案】 

地域が誇る歴史と文化を引き継ぐ公園 

【1】秀吉・清正を中心とした歴史と地域文化の拠点としての公園

歴史的価値の高い記念館・豊頌軒の保存活用、市民に広く公開・情報発信 
桐蔭茶席でのお茶イベント、茶庭の整備・維持管理 
中村公園界隈の史跡と秀吉・清正ゆかりの地を巡るイベント企画 
（中村区の観光ルート「太閤秀吉功路 人生大出世夢街道」と中村公園をつなげる歴史ウ
ォーキングツアー等の企画） 
中村公園文化プラザ（中村図書館・秀吉清正記念館・中村文化小劇場）との協働 

【2】歴史とともに育まれた緑豊かな公園

中村公園独自の景観を形成する植栽管理  ～「100 年続く中村の森」を目指して～ 
自然樹形のマツが林立する風景、開園当初からのケヤキ、クスノキの大径木がつくる心地
よい木漏れ日空間 
大径木の切戻し剪定による園内環境の改善（林床部の日当たり改善）→ 花壇の再生 
公園緑化木として画一的に切るのではなく、茶庭や記念館周りの樹木は庭木としてとら
え、感性を大切にした剪定を行なう 
フジ、サクラの名所にふさわしい花付きを良くする適切な管理・話題性の創出（新品種の
導入など） 

【3】歴史・文化の要素が融合したにぎわいの場として利用される公園

周辺文化施設、地域団体、市民、ボランティアの方々の活動・活躍の場を提供 
歴史の再発見・新しい文化の創造・観光拠点となるための新しい試み 
人が集まり、年中を通して「地域活動の中心にある公園」になるための集客力のあるイベ
ント（なかむらマルシェ、秋の芸術祭、中村公園ひな祭りなど） 

②管理運営体制 

【組織・人員の配置・体制】 

【本部または現地で実施している独自研修の一例】 
項   目 内       容 職種分類 回 数 

接 遇 

サービス向上・ハートフルな接客 
クレーム対応研修 
障害者対応（高齢者疑似体験講習、バリアフリ
ー研修、障害者差別に関する研修） 

全スタッフ 年 1 回 

イベント支援

広報 

技術交流 

組織体制(指示命令体制

指示・監査

報告

白鳥庭園・徳川園・名城公園・ 

熱田神宮公園・木曽川祖父江緑地・

大曽公園 他 

維持管理責任者（副所長）

●受付・駐車料金徴収・申請申込み・案内・イベントなど。

●植物管理・芝生管理・花壇管理・イベントなど。

地域協働等責任者（非常勤・本社所属）

●中村公園振興会常務理事・イベント応援など。 

●指定管理業務の全般に関する業務 



中村公園

技術・専門 

植物管理技術、樹木点検講習、造園技術者の能
力向上、環境教育に関する研修・公園施設(遊
具)の点検研修、公園適正利用指導研修、指定
管理者合同研修 

維持管理スタッフ 年 2 回～ 

緊急時対応 

消防訓練・緊急時の対応訓練・AED 講習研修 全スタッフ 年 1 回 

普通救命講習（定期的に更新） 全スタッフ 1 回/3 年 

防災会議（名城公園・白鳥庭園と共に実施） 所長・担当スタッフ 年６回 

市民協働 プログラム企画や能力の開発、マニュアル作成 全スタッフ 随時 

基礎的技術の習得 
（OJT の実施） 

管理運営方針の確認やマニュアルの作成によ
り、日常業務を円滑かつ効率的に遂行 
スタッフミーティングによる情報共有 

全スタッフ 随時

コンプライアンス 法令遵守教育、個人情報保護の徹底した指導 全スタッフ 年 3 回 

パークマネジメント 

(一財)公園財団が主催する講習会への参加 所長・担当スタッフ 年 1 回 

公園管理運営士会による情報交換・講習会参加 所長・担当スタッフ 年 1 回～ 

自社および他社の公園管理運営事例の視察 
（白鳥庭園、鶴舞公園、揚輝荘、東山荘等） 

所長・担当スタッフ 随時 

公園経営に関する異業種交流会への参加 所長・担当スタッフ 随時 

【災害時の危機管理体制および事故発生時の対応】 

大規模災害時には、速やかな緊急時体制への転換を行なう。本社に「災害対策本部」を設置す

るとともに管理事務所には「現地対策本部」を設置し、連絡通報係、避難支援係、安全点検係を

置く。初動対応としてお客様の避難誘導・安全確保、園内・施設の点検を行い、市の各関係機関

との連携を図る。日頃より、防災訓練・情報伝達訓練の実施、発災時のルールづくりとスタッフ

間での共有を図り、発災時に迅速に対応する。 

【施設の修繕】 

予防保全的修繕を方針に掲げ、「利用者の安全・安心」「利用者ニーズ」「歴史的建築および庭

園の価値を高める内容」等を考慮し、予算を１．定期用費用（毎年必ず実施する内容：遊具点検

C判定の遊具の検討・修繕、公園灯の修繕など）、２．緊急・応急用費用 に振り分け、計画的に

実施する。 

（２）実施業務の計画について

①指定管理業務 

【利用者サービスの向上】 

ほまれの広場の芝生で、ござ・レジャーシートの無料貸出 

ハッカ虫よけスプレー貸出（施設利用者、イベント参加者対象） 

高齢者への配慮 記念館・桐蔭茶席でのイス・テーブル・絨毯の貸出 

イベント時の授乳スペース・おむつ替えスペースの臨時設置 

【お客様の声を反映させる管理運営】 

イベント・講習会 ⇒ 好評だった伝統行事の記念館等での実施を今後も企画する。 

施設利用 ⇒ 記念館や桐蔭茶席を気軽に見学したい要望を受け、今後も無料開放日を設け、

広く市民に公開する。清潔で明るいトイレへの要望を受け、祭りなど繁忙期には清掃回数を増

やしたり、飾りを置いて明るい雰囲気づくりに努める。 

公園の情報発信 ⇒ 管理事務所に置いてある「中村公園史跡巡り絵図」「中村☆魅力みにきて

ちょう MAP」といった様々なマップへの関心度が高いため、HP でも閲覧できるようにする。ま

た、要望の多い園内地図看板の増設を検討する。 
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【市民ニーズ・要望等の把握と反映方法】 

①日常の把握 お客様から学ぶ お客様とのコミュニケーションの中から、感想、意見、情報等を伺う 

②アンケート調査 イベントや講習会時にアンケート調査を行ない、感想、何で知ったか、アクセス方法等を伺う

③お客様満足度調査 
お客様満足度調査を実施し、分析・検討・ニーズの反映および改善。 

お客様の声をデータベース化し、季節や属性などによる分類でニーズ把握。 

④地域との意見交換会 意見交換を通して「まちの声」を反映させた管理運営を行なう 

⑤従来のご意見箱に替わる方法の導入 
より効果的なアンケート収集による本音のニーズを把握。イベント時に屋外に設置し、参加し

て楽しいタイプのアンケート方法を新たに導入する。 

⑥Web 上の情報収集 
トリップアドバイザーの口コミ、twitter・Instagram・Facebook のハッシュタグ検索(「#

中村公園」で検索すると中村公園に関する投稿をまとめて見られる) 

⑦ボランティアさんとの連携 

（パークモニター） 

お客様目線で園内を注視していただき、異変・変化があった際には報告いただき、迅速に対応

する 

・受付けた要望はすぐに担当者に伝え、迅速に相手に回答。対応の基本は、苦情要望者の意見

をよく聞き、公共的観点から法令に基づき的確に判断し、公平・公正かつ誠実に対応する。 

・情報共有を図るべき内容について、全職員および本部と情報を共有し、対応の報告・公開が

必要な場合は、園内掲示板などで掲示する。 

【中村公園特有の植物管理】 

フジの植物管理 

花数の回復、花房の長さを出すための花芽の選別を行ない、「フジの名所 中村公園」の復活

を目指す。お客様がより間近に花を楽しめるよう、下向きの花芽を優先的に残し、枝が棚の下

に伸びるよう誘引する。曙や薄紅、八重黒龍といった品種ものを新植し、話題性をつくる。 

松の植物管理 

 大正天皇お手植えの松をはじめ、園内の景観において主要な松に番号を付け、木ごとに担当

者を決め、毎年の作業内容と方針を記した管理台帳を作成する。中村公園独自の野木の松の景

観を維持する適切な整枝剪定管理を行なう。 

【魅力増進・利用促進策】 

こどもの日の甲冑着付体験や伝統文化の講座、ひな祭りなど、好評のイベント・講習会は継

続・発展とする。 

新規企画（抜粋） 

夏の百鬼夜行ナイトツアー 

夏休みの親子向け。夜の中村公園をきもだめし、記念館で日本古来のおばけ・妖怪話の朗読

会を行なう。記念館の夜間利用を促進するイベント。 

節分～鬼を退治して記念館ピカピカ大作戦！～ 

 節分の夜、こどもと大人が一緒になって、濡れた新聞紙を丸めた玉を鬼にぶつけて退治＆お

そうじをしてスッキリ厄払いもできる企画。記念館の冬季利用を促進するイベント。 

なかむら歴史発見ウォーキングツアー 

 中村区が推進する観光ルート「太閤秀吉功路 人生大出世夢街道」と中村公園をめぐるウォ

ーキングツアー。中村区役所、観光旅行会社、ガイドボランティア等との協働。 

公園所長による植栽管理講座 

 公園の維持管理（樹木剪定・芝刈・花壇管理・茶庭のお手入れ・竹垣の修繕など）の作業を

オープンにし、市民とともに行なう機会を設ける。 

【広報・PR】 

・SNS で毎月始めに当月の記念館・桐蔭茶席の空き状況や利用事例を発信し、施設の利用率向上

に努める。 
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・従来のメディア（新聞・チラシ・フリーペーパー雑誌・テレビ・ラジオ等）の活用と、SNS

（twitter・Instagram・Facebook、地域 SNS）、YouTube など複数の情報発信ツールを活用。 

・再整備された庭園の平面図を作成し、施設利用者に配布するなど、魅力を PR する。 

【協働（パートナーシップ）】 

①市民との協働  

市民とともに公園を守り、育てる機会を拡大する。公園の一部の維持管理作業を市民参加型

にする、ベンチ塗装修繕など中村公園の道普請を企画する等。 

②地域との協働  

地域活性化の一役を担う公園を目指し、様々な施設との連携を模索する。新規の連携として、

中村アクターズタウン事業「なかむらイベント盛り上げ隊」とのコラボ企画による記念館やス

テージイベントの創出や、中村子育てふれあい広場実行委員会との協働によって子育て世代に

も優しい公園を目指す。 

③企業との協働  

新規に、観光旅行会社や(公財)名古屋観光コンベンションビューロー等との協働を図り、中

村区・名古屋の観光地としての中村公園を PR する。観光旅行会社、中村区役所、名古屋市営地

下鉄との協働で「なかむら歴史発見ウォーキングツアー」を企画する。 

②自主事業（実施している場合） 

【新規企画】 

秋の芸術祭１week（11 月） 

公園全体で芸術祭を開催。日替わりの青空ワークショップ（消しゴムはんこ、ポプリ作り、

木の実工作、移動本屋さん、芝生ハイハイレース等）、夜の記念館での音楽会等。 

こどもと学ぶカメラワークショップ（5月） 

 公園内をカメラマンと一緒に探索しながら、様々な生き物や風景の写真を撮る教室。 

記念館でのディナーショー 

 名古屋で活動する音楽家や、海外の民族楽器の演奏家などを招き、様々な音楽を楽しみなが

ら、プレミアムなディナーや優雅なカフェタイムを提供する。 

【継続・発展事業】 

・結婚式 THE 祝言（記念館・桐蔭茶席）・人生の節目のお祝いパーティー（記念館・桐蔭茶席）

・端午の節句 ・おとなのペン字教室 ・和菓子作り体験 ・わくわく花火スクール 

・まちなか緑塾 ～ミツバチについて学ぶ～ ・中村公園スポーツ DAY 

・歴史ウォーク＋（ぷらす）・クラフト教室（リース作り） ・遊具の遊び方講習会 

【民間売店の跡地広場の活用】 

なかむらマルシェの開催（月１回[土日開催]＆公園イベント時に合わせて開催） 

公園内にテイクアウトできるような飲食を販売。商品にこだわりがあり集客性の高いキッチ

ンカーや地場野菜、農産物、花などを売る朝市広場を開催する。大規模なイベント時には、臨

時駐輪場として開放する。      

【駐車場の管理運営】 

入出庫口のゲートについて毎年保守点検を実施。緊急修理対応、着実な料金徴収業務の遂行。

ツアーの企画や広報の強化により、観光バスの誘致を図る。 

【自主事業による収益の還元】 

「結婚式 THE 祝言」「なかむらマルシェ」「駐車場の管理運営」の各収益の 25％を、公園の快適

性、魅力アップ策に還元する。（還元策の例）新設駐車場への園内看板設置、花壇の植え替え、

備品の購入（無料貸出のござ・レジャーシート等） 
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（３）収支計画について

①管理運営にかかる費用等 

＜年度ごとの提案総額＞ 

令和 2年度 53,000 千円 

令和 3年度 53,000 千円 

令和 4年度 53,000 千円 

令和 5年度 53,000 千円 

＜期間を通じた収支計画（指定期間を通じた項目別内訳）＞ 

【収入】       (単位：千円)    【支出】          (単位：千円) 

【経費節減について】 

指定管理者の視点で、適正かつ効果的に管

理運営費を執行し、徹底的な検証を行ない、

「費用対効果」の意識の向上と、コスト縮減

に向けた行動計画を策定する。 

◆コスト縮減のための３つの視点： 

「経費削減」「収入の拡大」「収益の還元」 

【具体的な経費節減策】 

 効果的な植物管理計画として、初年度と中期以降で費用をかけるところを変える。初期は大

径木の剪定に投資し、中期以降は林床に花壇をリニューアルする等。 

 ライフサイクルコスト(LCC)マネジメントシステムによる経費削減 

 労務費にかかる経費節減（自前修繕＆イベント運営による外注費の抑制等） 

 良好な景観維持のためのメリハリの効いた維持管理（目標の明確化、作業優先度を設定） 

 光熱費・省エネルギー対策による経費削減 

・管理事務所の蛍光灯や公園灯を順次 LED 等の高効率照明器具へ更新 

・会議室の照明やパソコン等の機器を使用しない時には、電源 OFF を実施 

・エアコンは夏季は２８度、冬季は２０度と設定し、省エネルギーでの運転を実施 

・大量に水を使用する散水栓などは、メインバルブを絞って減圧して節水 

・末端の水道蛇口に節水コマを取り付けにより節水を実施 

 樹木剪定や枯れ枝処理による枝をチップ化し、資源の再利用と防草効果で作業効率向上 

 竹林の間伐材で、竹垣の更新や茶庭の筧、雨水桝の化粧蓋などに活用し、材料費を削減 

区 分 金 額 

指定管理料提示額（Ａ） 212,000

収益事業還元金（Ｂ） 1,410

収入合計 213,410

区 分 金 額 

人件費 60,471

消耗品費、備品購入費等 3,600

光熱水費 26,000

清掃費 35,700

建物管理費 3,425

植物管理費 28,600

設備保守点検費 5,020

修繕工事費 10,000

講習会・展示会費 1,200

イベント・催事費 12,000

広報・宣伝費 1,640

一般管理経費 19,709

租税公課等 6,045

支出合計 213,410


