
１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

２４年度 26,487 55,922 75,953 47,583 38,736 30,084 35,600 30,037 18,935 16,850 22,611 24,088 422,886

２３年度 30,414 45,692 77,580 39,126 37,496 27,995 38,973 32,239 22,889 19,426 20,370 21,874 414,074

増　減 -3,927 10,230 -1,627 8,457 1,240 2,089 -3,373 -2,202 -3,954 -2,576 2,241 2,214 8,812

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

２４年度 609 1,254 987 1,146 1,432 1,350 2,363 879 884 761 703 892 13,260

２３年度 592 1,101 971 1,173 1,334 1,157 2,455 1,004 828 702 611 922 12,850

増　減 17 153 16 -27 98 193 -92 -125 56 59 92 -30 410

昭和５４年１０月

利用料金 別紙のとおり

施設内容

敷地面積：５４．３ha
主な施設：あやめ池スポーツセンター、東郷湖カヌーセンター、屋根のある多目的広場（夢広場）、
　　　　　　テニスコート、ゲートボール場、催物広場、多目的広場、芝広場、ピクニック広場など

・施設設備の維持管理に関する業務（保守管理、修繕、清掃、警備、施設（含む。遊具）点検等）
・利用の許可、利用料金の徴収等に関する業務
・利用者の受付、利用指導、備品の貸出し、利用案内、利用促進、利用者サービスの提供
・園内の芝、樹木、花壇等の維持管理業務（公園づくりを含む。）
・入園者の楽しめるイベント、体験学習事業など県民参画事業の実施
・健康スポーツ・体力づくり推進事業の実施。

正職員:３名、臨時職員８名、非常勤職員：１０名　〔 計２１名 〕

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト

所在地

連絡先

指定期間（財）鳥取県観光事業団・(株）チュウブ共同企業体

東郷湖羽合臨海公園（引地地区を除く。）
東伯郡湯梨浜町
　藤津、浅津、長瀬、南谷、宇野、長和田

施　設　名

施設所管課名

平成21年4月1日～平成26年3月31日指定管理者名

０８５７－２６－７３６９生活環境部公園自然課

設置目的

・毎月第3火曜日（祝祭日の場合はその直後の休日でない日）。
・12月29日から1月3日まで
・７～８月は休園日無し

午前9時～午後10時
　ただし、テニスコート（夜間照明のないもの）については
　　・4月～9月　 午前9時から午後7時まで
　　・10月～3月 午前9時から午後6時まで

設置年月日

広域公園として、県民のレクリェーション活動の振興を図ることにより、県民の心身の健康増進を図ることを目的
とする。

利用料金収入
　　　 (千円)

管理体制
園長（正職員1名）　―　スタッフ（正職員2名）　―　スポーツ指導（臨時職員1名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―　受付（臨時職員1名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―　施設管理（臨時職員６名、非常勤職員1名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―　受付〔夜間含〕（非常勤職員4名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―　植栽管理（非常勤職員5名）

利用者数 (人)

開館時間

休館日

委託業務の内容

平成25年11月19日　



５ 収支の状況 （単位：円）

緑化フェアか
らの委託料

６ サービスの向上に向けた取組み

③お母さんのスポー
ツ教室

①春秋のメダカボラ
ンティア

３　環境保全イベント

②あやめ池スポーツ
大会

②花の見ごろ鑑賞会

①ハナショウブ育成
管理講習会

②フラワーアレンジ
メント教室

④秋の感謝祭

③東郷湖風の音コン
サート

118,908,314

２　体験学習イベント

⑥都市緑化フェアサ
テライト会場整備

⑤イルミネーション

②おさかな教室

支出 202,513

1,453,100

２４年度

437,100

2,073,790

-10,736

収　支　差　額 0

計

集客促進費

0

-3,570,128

1,871,277

69,802,528

8,607,837 2,799,453

245,853

-4,191,136

-3,570,128

621,008

-5,180,000

２３年度 増　　減

7,443,905 7,505,850 -61,945

37,516

1,016,000

12,850,190

109,580,000

4,328,340手数料収入

小　計

収入

4,574,193

13,471,198

104,400,000

999,600

事業収入

事業外収入

区　　　　　分

使用料収入

参加料収入

１　集客イベント

計

県委託料

雑収入

小　計

職員人件費

県受託収入

管理運営費

105,437,116

118,908,314

42,707,843 511,043

122,478,442

-7,083,13762,719,391

42,196,800

109,628,252

122,478,442

本部負担金 11,407,290

・川に生息する魚を捕まえたり、生態について学び、東郷池周辺の水辺について学習する。

区　分

①花と緑のフェア

・冬季のあやめ池を楽しんでもうらため、あやめ池にイルミネーションを設置した。

・ハナショウブを家庭で育て親しんでもらうため、株分けから開花までの育成管理について講習会を開催
した。

・花の基礎知識やアレンジメントスタイルなどの技術を学びながら、作る楽しさを体験するため開催し
た。

取　　組　　み　　内　　容

48,252

①春秋の健康散策
ウォーキング

４　健康スポーツイ
ベント

・メダカ池を中心に、子どもが自然にふれ、生き物が生息する環境づくりを学習する。

・子育てのため運動できないお母さんを対象に軽スポーツなどを行う。

0 999,600

･タマノカンザシ通りを地元商工会婦人部とシェードガーデンへ株分け及び植物の植え付けを行った。

・東郷池周辺をウォーキングし、心身のリフレッシュを図る。

・スポーツ教室の集大成として、体力向上と参加者の交流を目的に開催する。

・都市緑化の普及啓発を図るため、ハナショウブの開花に会わせて6月に実施。

・花壇や樹林地を整備し、園内の彩りを増やすとともに、花の見ごろ情報の提供を行った。
　4月シバザクラ、5月フジ、6月ハナショウブ、5月～9月スイレン、8月タマノカンザシ

・豊かな自然の中で、地元ミュージシャンによるコンサートを開催した。

・花樹等の展示販売、参加型体験コーナーなどによる秋の祭りを開催した。



７ 利用者意見への対応

８ 指定管理者による自己点検

○魅力ある公園づくり
　㈱チュウブとの共同運営による経費の効率化と効果的な管理運営により、通常の維持管理のほか、
　次のように「魅力ある公園づくり」を積極的に行った。
　　①中・低木の一部伐採や高木の整形を行い、園内の見通しを良くし安全安心して利用できる公園とした。
　　②あやめ池公園
　　  ・芝桜の補植をし、美観に努めた。
　　　・花ショウブの花壇を増設し品種を分かりやすく植栽した。
　　  ・藤棚を増設し、来園者の憩いの場を提供した。また、藤棚周辺が池の増水で通行できないため、周辺及び通路をかさ上げ
をし増水対策を行った。
　　③あやめ池イルミネーション(１２月～１月）
　  ④第30回全国都市緑化とっとりフェアサテライト会場として、タマノカンザシ通りをシェードガーデンに改修した。

・駐車場スペースを拡張したことで駐車し
やすくなった。

・トレーニング器具で大腿四頭筋を鍛える
器具がほしい。

･予算要求しています。

・平成23年度3月末に植栽スペースを撤去し、駐車スペースを拡張した。

　利用者からの積極的な評価

春、秋の健康散策ウォーキング
・とてもよい大会で昨年も参加させてもらった。
・係員が親切でよかった。
・途中で体調を崩したが最後まで付き添っていただき完走できた。
・来年も参加したい。
おさかな教室
・山陰しかいない珍しいどじょうが見られてよかった。
・山口から転勤で来た。こんなに魚がいるとは驚き。おかげで良い思い出となった。
花しょうぶ育成管理講習会
・講師の方が、鉢植えと庭植の管理方法やあやめと花しょうぶの違い等、丁寧に説明されよかった。
タマノカンザシ観賞会
・見事に咲きそろい、素敵な香りに包まれ幸せです。
冬のイルミネーション
・写真をたくさん撮り、良い思い出となった。
フラワーアレンジメント
・先生の指導がよく楽しい時間がすごせた。次回も参加したい。

利用者意見
の把握方法

対　応　状　況

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

利用者からの苦情・要望

〔今後、改善、工夫したい事項、積極的に取り組みたい事項〕
○施設の老朽化が進む中、お客様に安全で安心して使用していただくため、施設の改修はもちろん遊具等の修繕も積極的に取り組みたい。
○あやめ池公園のあやめ池の滝口方面の池を年次計画的に本格的な日本庭園（和風庭園）化にリニューアルして行きたい。
○基本的な公園づくりのスタンスとして、見通しの良い安全な植栽管理を継続していく。
○公園の存在と取り組みをアピールするため、各種スポーツ文化事業を実施していく。

・公園内に犬の糞があり、立て看板でも立
てて方法を考えてください。

・公園内に看板を設置し、利用者へ促します。

○健康スポーツ及び体力づくりの推進
・健康スポーツ教室の開設（年間141回）
･ ノルディックウォーク教室（年間49回）
・体力づくり相談及び講習会の開催（年間50回）
・ピラティスヨーガ教室（年間12回）
・お母さんのスポーツ教室（年間24回）

○多数の方が来園・参加するイベントの開催
・春のメダカボランティア（4月）
・花の見ごろ情報の提供と花の見ごろ観賞会の開催（4月～8月）
・「花と緑のフェア」開催(6月）
・東郷池健康散策ウォーキング(春5月・秋10月）
・おさかな教室（7月）
・花ショウブの株分けと育成管理講習会(7月）
・夏休み親子おもしろ講座開催。(8月)
・タマノカンザシ観賞会（9月）
・東郷湖風の音コンサート(9月）
・あやめ池秋の感謝祭(11月）
・タマノカンザシ株分け講習会及びシェードガーデン植え付けボランティア開催。(11月)
･ ゲートボール大会（11月）

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

・ホームページ及び各スポーツ教室、イベント参加者へ聴き取り。
・意見箱の設置。



９ 施設所管課による業務点検

　　　　　　Ｂ：おおむね協定書の内容どおり実施されており、適切な管理が行われている。

　　　　　　Ｄ：協定書の内容に対し、不適切な事項が認められ、大いに改善を要する。

B

点　　　検　　　結　　　果

B

・施設利用申込マニュアルに基づき、公平な施設利用を確保し、公正な管理運
営を行っている。
・利用料金が分かるように、窓口に料金一覧を表示している。
・大会やイベントが円滑に開催できるよう、利用団体と調整を図っている。

B

・受付や案内について、親切な対応を心がけており、適切に行われている。
・各イベントやスポーツ教室において、体育指導員等の専門スタッフにより、適
切な指導が行われた。

A
・季節の花や地域の自然を活用した体験イベントや東郷湖ウォーキングを多数
開催し、施設の利用促進に努めた。

B

各項目について、適切に実施された。

【委託業務】必要に応じ専門業者への委託を行っている。
①清掃業務
　・あやめ池スポーツセンター　　　　　　　実施済
　・東郷湖カヌーセンター　　　　　　　　　　実施済
②施設警備業務
　・あやめ池スポーツセンター　　　　　　　実施済
　・東郷湖カヌーセンター　　　　　　　　　　実施済
③南谷観察水槽等の維持管理　　　　　　実施済
④夢広場防球ネット点検　　　　　　　　　　実施済
⑤自家用電気工作物の保守
　・定期点検　月1回実施、精密点検　　　実施済
⑥消防設備の保守　適正実施　　　　　　 実施済
⑦遊具の機能性や安全性を保つ業務　　実施済

　○利用指導・操作

　○適正管理に必要な利用者への措置命令

　○利用者へのサービス提供・向上策

　○施設の利用促進

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

　○利用の許可

　○利用料金の徴収、減免

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

　○附属設備・備品の貸出し

〔利用者サービス〕

　○開館時間、休館日、利用料金等

・施設管理が適切に行われるよう、職員を配置している。
・施設管理、植栽管理、スポーツ指導等について、専門スタッフを配置している。

　○利用受付・案内

《評価指標》Ａ：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。

B

　○個人情報保護、情報公開

　○利用者意見の把握・対応

〔収入支出の状況〕

〔職員の配置〕

評　価

　　　　　　Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み又は改善される見込みである。

項　　　　　　　目

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

　○施設設備の保守管理・修繕

　○施設の保安警備、清掃等

　○事故の防止措置、緊急時の対応

総　　　　括 B

・イベント等を多数開催し公園施設利用の促進に努めてきており、公園の魅力
が地域に浸透してきたようにように思われる。
・東郷湖を周回するウォーキング等、年々参加者が増加しており、公園の新たな
魅力となっている。

・事業計画に沿って適切に運営されていた


