
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

３ ０ 年 度 19,411 23,468 15,116 11,482 25,229 11,414 11,533 8,823 3,498 4,945 4,579 12,472 151,970

２ ９ 年 度 17,271 32,715 6,891 13,772 28,208 10,920 9,858 7,319 3,199 3,927 3,061 15,963 153,104

増　減 2,140 -9,247 8,225 -2,290 -2,979 494 1,675 1,504 299 1,018 1,518 -3,491 -1,134

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

３０年度 6,809 8,894 4,212 4,168 10,547 4,812 3,820 3,687 1,488 1,474 1,493 4,566 55,974

２９年度 6,168 10,613 3,932 5,480 12,312 4,936 3,437 2,975 1,321 1,070 800 6,352 59,396

増　減 641 -1,719 280 -1,312 -1,765 -124 383 712 167 404 693 -1,786 -3,422

指定管理者名 一般財団法人鳥取県観光事業団 指定期間
H18.4.1～H21.3.31（３年間）
H21.4.1～H26.3.31（５年間）
H26.4.1～H31.3.31（５年間）

設置目的 自然とのふれあいや遊びを通じて子どもたちが憩い楽しめる場を提供し、もって児童の健全な育成に資する。

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト（平成３０年度業務)

施　設　名 鳥取県立鳥取砂丘こどもの国 所在地 鳥取市浜坂１１５７－１

施設所管課名 子育て応援課 連絡先 ０８５７－２６－７５７３

平成31年6月20日

開館時間
通常：午前９時～午後５時
ゴールデンウィークの期間、盆の期間：午前９時～午後６時

休館日
毎月第２水曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日に当たるときは、その
直後の休日でない日）１２月２９日～１月１日

委託業務の内容

○施設設備の維持管理（保守管理及び修繕、警備、清掃等）
○管理施設の利用の許可、退去の命令、施設利用料の徴収等に関する業務
○その他管理施設の運営に関する業務（利用者の受付及び案内、安全確保、利用者へのサービスの提供、管理施設
の利用促進等）
○管理施設を利用した自然体験等に資する事業に関する業務

設置年月日 昭和４８年５月（平成１２年３月リニューアルオープン）

施設内容

○敷地面積
・県所有地（こどもの国敷地　193,315.49㎡、こどもの国北側臨時駐車場　37,899.960㎡の一部）
・鳥取市からの借用地 3773.79㎡
○建築総面積　6,909.3㎡
○施設内容
　管理棟、そうぞう館、多目的ホール、砂の工房、木工工房、レストラン、こども広場、遊具広場、乗物広場、水
の遊び場、こどもの国農園、杉の子ハウス、キャンプ場、わんぱく広場、ぼうけん広場、駐車場

利用料金 別紙１のとおり

管理体制

　正職員（常勤職員）：５人、期限付職員１３人〔計  １８人〕

　詳細な配置は別紙２のとおり

利用者数 (人)

利用料金収入
　　　 (千円)



５ 収支の状況

レストラン運営費 ###### 0

補助事業費 ###### 0 285,120

６　労働条件等

（参考）
○労働基準監督署長への届出が必要な労使協定の例（労働基準法に基づくもの）
　・労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合（労働基準法第18条）
　・１ヶ月単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の２　就業規則に定めた場合には届出不要）
　・１年単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の４、第32条４の２ほか）
　・１週間単位の非定型的変形労働時間制（労働基準法第32条の５）
　・時間外労働・休日労働（労働基準法第36条　いわゆる「３６協定」）
　・事業場外労働のみなし労働時間制（労働基準法第38条の２　事業場外労働が法定労働時間内の場合は不要）
　・専門業務型裁量労働制（労働基準法第38条の３）

区　　　　　分 ３０年度 ２９年度 増　　減

工房収入（砂工房・木工
工房利用料）

8,584,250 9,682,940 -1,098,690 

参加料収入（友の会会
費、体験イベント参加
料）

3,219,319 3,006,550 212,769

収入

事業収入

入園料収入（キャンプ場
利用料収入含む）

26,732,030 28,356,000 -1,623,970 

遊具使用料（バッテリー
カー等使用料）

13,222,300 13,905,500 -683,200 

その他収入（手数料収
入、自動販売機等手数
料）

3,653,808 3,757,784 -103,976 

小　計 56,109,135

142,911,135

59,397,766 -3,288,631 

売店営業収入 562,167 559,268 2,899

レストラン収入（レスト
ラン施設使用料）

135,261 129,724 5,537

982,044支出

人  件  費 65,692,758 63,349,260 2,343,498

施設維持管理費

事業外収入
県委託料 86,802,000 86,802,000 0

小　計 86,802,000 86,802,000 0

47,434,834 44,284,228 3,150,606

イベント経費 14,889,342 14,963,337 -73,995 

計

収 　支 　差 　額 8,718,894 16,803,657

確認項目
状況

146,199,766 -3,288,631 

計 134,192,241 129,396,109 4,796,132

工房運営費 4,424,652 4,695,123 -270,471 

売店運営費 483,491 332,961 150,530

その他（きぐるみ更新費） 0 -1,771,200 1,771,200

労使協定の締結状況

雇用契約
・

労使協定

労働条件の書面による提示

就業規則の作成状況

一般財団法人鳥
取県観光事業団

就業規則

有

有

労働条件通知書

有

有

※平均月額を記入

※適否を記入

休暇、休日の状況

労働時間

所定労働時間

時間管理の手法

８時間／日

出勤簿に押印

８時間／日

出勤簿に押印

適

支払い遅延等の有無

給与

給与金額

最低賃金との比較

279,567円

適

無

181,000円

適

無

衛生管理者の選任

安全衛生推進者（衛生推進者）の選任

安全衛生

一般健康診断の実施

産業医の選任

安全管理者の選任

選任の要否：無　　選任状況：

選任の要否：無　　選任状況：

無

労働条件通知書

リーダー スタッフ

有

有

８時間／日

出勤簿に押印

135,000円

適

無

労働条件通知書

有

※有無を記入

※業種・規模の要件あり

※規模の要件あり

※業種・規模の要件あり

※規模の要件あり

常勤正職員
パートスタッフ

期限付職員 備考

交代制勤務により、勤務を要しない日に指定された日

選任の要否：無　　選任状況：

選任の要否：要　　選任状況：選任あり(衛生推進者１名)

選任の要否：要　　選任状況：選任あり(衛生推進者１名)

※書面の名称を記入

※常時１０人以上の労働者を起床する場合
は作成、届出が必要

※労働基準監督署長への届出が必要な協定
の有無

※幅がある場合は上限、下限を記入

※タイムカード、ICカード、自己申告、使用者
の現認などの別を記入

※幅がある場合は上限、下限を記入

有

８時間／日

出勤簿に押印

150,000円



○各種管理者等の業種・規模に係る要件（労働安全衛生法に基づくもの）

７ サービスの向上に向けた取組み

８ 利用者意見への対応

９ 指定管理者による自己点検

種別 業種 規模（常時使用する労働者数）
産業医 全ての業種 50人以上

安全管理者

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業（物の加工業を含
む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売
業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・
じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、コルフ場業、自動車整備業及び
機械修理業

50人以上

衛生管理者 全ての業種

50人～200人（１人選任）
201人～500人（２人選任）
501人～1,000人（３人選任）
1,001人～2,000人（４人選任）
2,001人～3,000人（５人選任）

　利用者からの積極的な評価

3,001人以上（６人選任）
安全衛生推進者 安全管理者と同じ 10人以上50人未満
衛生推進者 安全管理者の選任を要する業種以外の業種 10人以上50人未満

対応状況

・トイレを洋式にしてほしい。
・イベントのある日、祝祭日は食べるところが増えるといい。
・乗り物の料金が意外とかかる。フリーパスの様なシステムがほしい。
・プールの深いところも作ってほしい。
・雨の日でも遊べる遊具がもっとほしい。
・オムツ替えできるところを増やしてほしい。
・授乳室をもう１カ所施設の中間あたりにほしい。
・遊び場が色々なところにあるのでそこまで移動する手段が必要。坂道が多くてベビーカーでは不
便。
・大きい滑り台がもう１つくらいほしい。
・どうぶつふれあい春と秋もやってほしい。
・ジェットコースターがほしい。

業務の参考としている。

利用者からの苦情・要望

利用者意見
の把握方法

・利用者アンケートによる意見・提案・苦情等
・友の会会員の提案
・県民の声の苦情・提案
・窓口での意見等受付

区　分 取　　組　　み　　内　　容

アンケート
の実施

施設利用者にアンケートを記入してもらい、施設利用者の意見を求めた。

・プールや工作が楽しかったのでまた来年も来たい。
・設備がよく雨が降っても遊ぶところがあっていい。
・いつも楽しく利用している。職員の方も皆さん優しくて近くにここがあって良かったと思う。
・施設は本当にすばらしい！感動した。ここのためにまた来鳥したいくらい。（東京から）
・職員が定期的にゴミ拾いしていたのにとても感動した。
・いっぱい遊具があって楽しかった。ここはお財布に優しい。
・遊具がたくさんあるので楽しめる。
・子どもの時以来だったが、すばらしく生まれ変わっていた。
・子どもは無料でここまでたっぷり遊べて良かった。

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

・ゲート料金表やキャンプ場内の看板を増設し、利用者にとって見やすくわかりやすい環境を整備した。
・レールトレイン受付、電源庫外壁、管理棟外壁が風雨に晒され劣化していたため、モルタル仕上げ修繕を行った。
・水の遊び場のゴムチップ劣化部分、滑走面塗装を補修し安全対策、美化に努めた。
・キャンプ場テントサイトの利用困難だった箇所に砂切削および土留壁取付を行い、環境整備を行った。
・レストランの珪藻土素材の壁面部の劣化を修繕するとともに、フックや押しピンを使用して掲示物を啓二できるよう壁面木材を設
置し、利用しやすい環境を整備した。



10 施設所管課による業務点検

　※総括欄は、各項目の平均の小数点以下第2位を四捨五入した数値を基本に、総合的に評価する。

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

3 ○一部、複数年契約を導入するなど、経費削減に努めている。
　○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

　〔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〕

・リニューアルから19年が経過し、施設・設備の老朽化が進んでいる。県と協議しながら計画的に設備改修等を進めているところで
あるが、魅力ある園づくりのため、遊具のさらなる新設・更新及び施設の改修等が必要な時期となっている。また、バードケージ跡
地の活用策など県との協議により解決すべき事案も増えていくと思われる。
・幅広い年齢層への対応・雨の日でも楽しめる屋内施設の整備など多様化する利用者ニーズを反映した事業を実施する必要性。
・整備した園内樹林地を散策・イベント活用等利用促進に繋げ園内環境を改善する。
・地域・各種団体及び地元企業等と連携し、新たなイベント展開などで集客促進を図る。
・多種多様なイベントに対応するために研修等を重ね、さらに職員のレベルアップを図る。
・ＧＷ期間等、繁忙期に来園者の駐車場が不足することがあり、対策が必要となっている。

項　　　　　　　目 評　価 点　　　検　　　結　　　果

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

3 ○利用受付・案内、付属施設・備品の貸出し及び利用指導・操作については、
マニュアルに基づいて適切に行われている。

　○利用受付・案内

　○附属設備・備品の貸出し

　○利用指導・操作

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

3 ○利用許可は、適切に行われている。
○利用料金の徴収、減免は、適切に行われている。

　○利用の許可

　○適正管理に必要な利用者への措置命令

　○利用料金の徴収、減免の実施

〔収入支出の状況〕 3 ○入園料の収入管理及び支出行為は、会計法令等に従って適切に行われて
いる。

〔利用者サービス〕

3
○利用者意見の把握・対応については、アンケートにより把握し、その意見を
業務に反映させるなど、積極的に業務改善を図る姿勢がみられ、適切な対応
が図られている。
○その他については、協定書に沿って適切に実施されている。

　○開館時間、休館日、利用料金等

　○利用者へのサービス提供・向上策

　○施設の利用促進

　○個人情報保護、情報公開

　○利用者意見の把握・対応

〔関係法令の遵守状況〕

3 ○現在、行政指導を受けている事案はない。
○委託業務等、県内業者への発注に取り組んでいる。

　○関係法令に係る行政指導等の有無等

　 ・労働関係法令
　　（労働基準、労働安全、障がい者雇用等）

　 ・環境関連法令
　　（大気、水質、振動、廃棄物等）

　 ・その他の法令

　○県内発注（鳥取県産業振興条例）

〔職員の配置〕 3 ○指定管理業務を実施するために必要な人員が適切に配置されている。

〔会計事務の状況〕

3 ○協定書等で定める規定が整備されており、適正に会計事務が行われてい
る。

　○不適正事案や事故等の有無

　○業務報告書(月次)における内部検査結果

　○利用料金等に係る適正な会計事務
　　（利用券、利用券管理簿の管理など）

　○必要な規程類の整備
　　（会計規程、協定書等で整備が定められて
　　　いる規程など）

　　　　　　２：協定書の内容に対して不適切な事項が認められ、また、計画・目標を達成していない。
　　　　　　１：協定書の内容に対して重大な違反事項が認められる、指摘済みの不適切事項が放置されている、
　　　　　　　　計画・目標、前年度実績を大きく下回っているなど、大いに改善を要する。

総　　　　括 3 ○指定管理業務の内容は、おおむね協定書の内容どおりに実施されており、
適切な管理運営が行われていると認められる。

《評価指標》５：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・目標を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。
　　　　　　４：協定書の内容以上の適切な管理が行われており、計画・目標を上回る実績があった。
　　　　　　３：おおむね協定書の内容どおり適切な管理が行われており、計画・目標に近い実績を達成している。

〔県の施策への協力〕
3 ○障がい者就労施設から物品の調達（売店での販売物）に取り組んでいる。

　○障がい者就労施設への発注



別紙１　利用料金

１　入園料
一般人等 高校生 中学生 小学生以下

５００円 ５００円 ２００円 無料
１０人以上 ４５０円 ４５０円 １８０円 無料
２０人以上 ４００円 ４００円 １６０円 無料

上記料金 ２５０円 １００円 無料

２　キャンプ場

一般人（高校生を含む）
児童又は中学生
一般人（高校生を含む）
児童又は中学生

３　キャンプ用品貸出料

１式につき　３００円

４　工房利用料

５　乗物利用料
区分 金額

１人１回につき　１００円

１人１回につき　１００円
１人１回につき　１００円
１人１回につき　２００円

レールトレイン

変形自転車

満３歳から中学に入学するまでの者

中学校若しくは高等学校の生徒、学生又
は一般人

周回コースバッテリーカー
サイクルモノレール

バッテリーカー

１人１回につき　２００円

１人１回につき　１００円

１人１回につき　１００円
１人１回につき　１５０円
１人１回につき　　５０円
１人１回につき　１００円

区分 金額
１人１回につき　３００円
１人１回につき　４００円

本焼き砂の工房
幼児、児童又は中学生の生徒

高等学校の生徒、学生又は一般人

幼児、児童又は中学生の生徒

高等学校の生徒、学生又は一般人

木工工
房（工具
を利用す
る場合）

木工

ガラス細工

幼児、児童又は中学生の生徒

高等学校の生徒、学生又は一般人

バーべキュー鍋コンロ

料金
１張につき　４００円
１式につき　４００円
１枚につき　２００円

区分
キャンプ用テント
プロパンガスセット
鉄板

宿泊する場合

宿泊しない場合

１人１泊につき　２４０円
１人１泊につき　１２０円
１人１日につき　１２０円
１人１日につき　　６０円

区分
個人

学校行事

区分 料金

団体



別紙２　こどもの国管理体制（平成３０年４月１日現在）

[主な業務]

常勤１人
期限付職員７人

常勤１ 常勤１

常勤２人

期限付職員８人

5人

14人

19人合計

総合案内・ゲート(入園料の徴収)

常勤

期限付職員

遊具の貸出

遊具の点検

キャンプ場

安全点検

木工工房

砂工房

園長 副園長

経理（収入・支出）　予算・決算

施設管理・苦情処理等

企画

広報・営業企画広報・工房
【マネージャー１人、スタッフ９人】

総務・遊園
【マネージャー１人、スタッフ５人】


