
評価シート（年度評価）

１　基本情報

中村公園の管理運営業務

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
創意工夫した施設管理

利用者への広報・情報提供の実施

イベント・講習会の実施

4
特殊樹木の管理

周辺地域や他施設との連携

5
事業計画に基づく自主事業の実施

集客対策への効果

6 現金等の取扱い

関係書類の調製・保管

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

名古屋市中村区中村町高畑68

○
　接遇研修や技術・専門研修など各種の研修
を実施し人材育成を行っている。

　イベント時や通常開園時のアンケートの
他、ご意見箱を設置し、利用者意見の把握に
努めた。
　バリアフリー研修や案内ガイド育成研修を
行い、接客・接遇の向上に努めている。

【総合評価】

◎

運営管理

○

指定管理期間 平成28年4月～令和2年3月

収納金の処
理義務 ○

自己評価

○

　繁忙期には３人態勢で役割分担を決めるな
ど、現金等の取扱いを徹底している。

　記念館、桐蔭茶席の利用が増加している。

　来園者数は前年度比で減少だったものの高い水準が保たれていることや、記念館・桐蔭茶席の利用者、イベ
ント・講習会の参加者が増加していることは、評価できる。
　地域との連携等、地元との協力体制を構築し、公園の活用に関する協力、調整をしっかりと行っている。利
用者の意見を着実に改善につなげており、これらの努力について評価できる。
　また、市が整備をした効果もあるが、丁寧できめ細やかな植栽管理や、建物の適切な修繕が行われ、公園の
魅力が格段に向上した。
　しかし、公園が古いため、大木が多く、剪定などが今後もっと必要で、また、情報発信について、より広範
にその良さ・魅力を発信していくことが課題であり、これらについては、最終年度に是非実現していただきた
い。

　　中村公園の管理運営状況

指定管理者名

評価対象期間

評価項目

岩間造園株式会社

評価区分 特記事項

管理体制

＜所管局：緑政土木局＞

主な業務内容

施設の所在地

維持・管
理運営等

維持管理

　廃材を活用し、景観に配慮した建物補修や
公園施設の制作・設置をするなど、魅力アッ
プに取り組み、フェイスブックの開設やHPに
施設の受付状況を載せ、広報啓発に努めてい
る。また、関係各所との調整や準備を円滑に
行い、振興会事務局として業務を確実に実施
し、催事運営に取り組んでいる。
　公園のイベントのみならず、歴史イベント
などに積極的に協力し、地域と連携し、まち
の賑わいに取り組んでいる。

　計画に基づき実施している。

　記念館事務所の雨戸の修繕や桐蔭茶席の州
浜の復旧を行うなど建物が適切に管理されて
いる。
　架空線に干渉する恐れのある支障枝の剪
定、工事エリアなどの立ち入り防止柵を設置
するなど安全対策が適切に行われている。
　地域の実施する池干しに協力し、市民との
協働による活動を行った。

魅力増進・
利用促進

◎

施設特有の
管理

自主事業

○



施設の現状

中村公園

※支出のうち「その他」欄は、経常修繕費を記載

利用料金

施
設
の
現
状

施設概要

　中村公園は、明治16年に豊公遺跡保存会を設立し、豊臣秀吉を祀る豊国神社を創建したことから始まりま
す。明治34年に中村公園が設置され、中村公園再整備計画により、園内に秀吉・清正記念館や茶席等が建
設され、区内の文化拠点となっています。
　本園・東園・西園に分かれ、ひょうたん池を中心として西は太閤池があり、四季折々の風景を楽しむことがで
きます。秀吉誕生の地といわれる竹林や碑、大正天皇お手植えの松など歴史的遺跡が数多く残り、周辺の史
跡と一帯となって、本市の重要な歴史文化ゾーンにもなっています。

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

49,680 ―

特記事項

　平成28年度から指定管理者制度導入

管
理
運
営
指
標
の
状
況

取組状況

指標 単位 平成28年度 平成29年度

49,680 - 49,680 1,244 - 48,436

 平成30年度  

入園者数 人 172,124 316,855 307,262  

特記事項



評価シート（指定期間を通じた評価）

１　基本情報

２　管理運営状況（評価結果の推移）

評価対象期間 平成28年4月～平成31年3月

中村公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 岩間造園株式会社

主な業務内容 中村公園の管理運営業務

評価項目 評価区分 特記事項

 1 管理体制 28年度 29年度 30年度
【28年度】本部との応援体制が整っており、十分な職員配
置体制が取れている。
【29年度】本部との応援体制が整っており、十分な職員配
置体制が取れている。
【30年度】接遇研修や技術・専門研修など各種の研修を実
施し人材育成を行っている。

適切な職員配置

○ ○ ○緊急時の体制

人材育成

 2 維持管理 28年度 29年度 30年度

【28年度】特殊樹木（マツ）を適切に管理したほか、茶席
の竹林の再生に取り組んだ。既存のＡ型バリケードを竹垣
に変更し、景観にも配慮しつつ不法投棄の対策を行った。
【29年度】一部の低木で枝抜き剪定や切り戻しを行い、景
観に配慮した管理を行った。また、すべての雨水排水設備
を清掃し閉塞の対策をすることで、多くの水たまりの解消
をした。公園外周の道路に張り出していた樹木の切り戻し
を行い完了した。
【30年度】記念館事務所の雨戸の修繕や桐蔭茶席の州浜の
復旧を行うなど建物が適切に管理されている。架空線に干
渉する恐れのある支障枝の剪定、工事エリアなどの立ち入
り防止柵を設置するなど安全対策が適切に行われている。
地域の実施する池干しに協力し、市民との協働による活動
を行った。

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

 3 運営管理 28年度 29年度 30年度
【29年度】利用者の立場に立ち、高齢者や障害者への配慮
がなされている。
【30年度】イベント時や通常開園時のアンケートの他、ご
意見箱を設置し、利用者意見の把握に努めた。バリアフ
リー研修や案内ガイド育成研修を行い、接客・接遇の向上
に努めている。

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

 4 魅力増進・利用促進 28年度 29年度 30年度 【28年度】公園の特性を考慮し、新たに花壇に和の植栽を
行ったり、園利用者による樹名板の制作を行い、親しみや
すい公園づくりに努めた。発生材を活用し、景観に配慮し
た建物補修や公園施設の制作・設置を行った。振興会事務
局として業務を確実にこなし、関係各所との調整や準備を
円滑に行い、イベントを滞りなく進めることが出来た。公
園特有のイベントのみならず、歴史や健康など地域と連携
し、まちの賑わいに取り組んでいる。
【29年度】バリアフリーに配慮した管理や、公園の特性を
考慮した植栽を行うとともに、発生材を活用し、景観に配
慮した建物補修や公園施設の制作・設置を行った。また、
振興会事務局として業務を確実にこなし、関係各所との調
整や準備を円滑に行い、イベントを滞りなく進めることが
出来た。公園特有のイベントのみならず、歴史や健康など
地域と連携し、まちの賑わいに取り組んでいる。
【30年度】廃材を活用し、景観に配慮した建物補修や公園
施設の制作・設置するなど、魅力アップに取り組み、フェ
イスブックの開設やHPに施設の受付状況を載せ、広報啓発
に努めている。また、関係各所との調整や準備を円滑に行
い、振興会事務局として業務を確実に実施し、催事運営に
取り組んでいる。公園のイベントのみならず、歴史イベン
トなどに積極的に協力し、地域と連携し、まちの賑わいに
取り組んでいる。

創意工夫した施設管理

特殊樹木の管理

周辺地域や他施設との連携

◎◎◎

利用者への広報・情報提供の実施

イベント・講習会の実施

 5 施設特有の管理

 6 自主事業 28年度 29年度 30年度
【29年度】計画に基づいた事業の実施や他施設との連携を
行った。
【30年度】計画に基づき実施している。○○

【30年度】繁忙期には３人態勢で役割分担を決めるなど、
現金等の取扱いを徹底している。

現金等の取扱い
○ ○

○

30年度

集客対策への効果

 7 収納金の処理業務 28年度 29年度 30年度

事業計画に基づく自主事業の実施
○

○
関係書類の調製・保管

 8 自己評価 28年度 29年度

【29年度】公園利用者数、施設利用者数が共に増加してい
る。
【30年度】記念館、桐蔭茶席の利用が増加している。

利用者数の増加

法令・協定の遵守

事業計画との比較分析

○ ○



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

具体的な取組みや成果等

　講習会や地域等との積極的な協働を通して、入園者数増に努めた。
　≪入園者数≫平成28年度：172,124人　平成29年度：316,855人　平成30年度：307,262人
　　　　　　　※平成28年8月より計測開始

所管局のコメント・特記事項等

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、「満足」以上の評価が年々増加し、平成29年度以降は9割以
上の方から「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

　指定期間を通じ、指定管理料は適切な執行がなされた。
　植物発生材の分別処理による処分費の削減など、質を保った低コスト化等に努めた。

平成29年度

　だれもが安心して来ることができるよう環境、インフラ整備はされておりバリアフリー
化を進めている段階と理解し評価できる。
　大径木の撤去や樹木の整備などの植栽管理は、安心安全とともに美観の確保も必要であ
る。
　中村公園の歴史を踏まえて、講習会・イベント・教室等の内容を選定し、秀吉清正記念
館などと連携した取り組みを増やすとともに、市民協働のモデルとなるべく地域との連携
をうまくすすめ、地元主催行事の積極的な支援や、知名度を高めるようなイベントを地域
とともに実施するなど、公園の魅力発信にさらに努めてほしい。
　今後の中村公園について、ブランディングをどうするか考えてほしい。

　管理状態が格段に良く、指定管理導入前と比べ公園全体の雰囲気が大変良くなったと感じて
おり、高く評価したい。
　当初の提案・計画に沿って着実に実施され、特に、廃材を利用した建物の補修や庭園施設の
制作等各所に手が加えられていたり、茶室の修繕、茶室及びその庭の適切な管理が当該公園の
魅力アップにつながっていて、公園全体が良く維持管理されている。
　また、歴史のある中村公園を地元はとても大切にしており、この地元と一体となって公園の
改善、改良に努め、利用者の声、意見を反映した改善と運営に継続的に取り組み、多くの人が
楽しめる公園にしつつある。この3年間の努力を大いに評価したい。
　公園の魅力発信の面では、中村の魅力から名古屋の魅力につなげるため、秀吉、清正の歴史
と記念館、茶室、ステージなどの施設を連携させ、活用する事業の更なる展開が望まれる。

年度ごとの総合評価（所管局のコメント・特記事項等）

平成28年度

　公園の管理運営については、公募時の提案や計画に沿って概ね予定通り行われており評
価する。また公園施設・植物を含む維持管理について適切に行われており、今後さらに充
実させていってほしい。
　中村公園振興会事務局としての業務を確実に行い、イベントを通じて地域とのつながり
を作っていることも評価できる。
　公園パンフレットの制作など、情報発信や利用者サービスの向上への取組は評価する。
　今後は、イベントや講習会などのさらなるＰＲ、公園の魅力発信に努めるとともに、利
用者アンケートの回数を増やし分析することで、イベント等の参加者の増加や公園の魅力
向上・利用促進につなげていくことを期待したい。

平成30年度

　来園者数は前年度比で減少だったものの高い水準が保たれていることや、記念
館・桐蔭茶席の利用者、イベント・講習会の参加者が増加していることは、評価
できる。
　地域との連携等、地元との協力体制を構築し、公園の活用に関する協力、調整
をしっかりと行っている。利用者の意見を着実に改善につなげており、これらの
努力について評価できる。
　また、市が整備をした効果もあるが、丁寧できめ細やかな植栽管理や、建物の
適切な修繕が行われ、公園の魅力が格段に向上した。
　しかし、公園が古いため、大木が多く、剪定などが今後もっと必要で、また、
情報発信について、より広範にその良さ・魅力を発信していくことが課題であ
り、これらについては、最終年度に是非実現していただきたい。


