
農林水産部指定管理候補者審査委員会審査報告書 

 

 
 農林水産部指定管理候補者審査委員会（以下「審査委員会」という。）として、次のとおり鳥取

県立とっとり花回廊（以下「とっとり花回廊」という。）の指定管理候補者を鳥取県公の施設にお

ける指定管理者の指定手続等に関する条例（以下「指定手続条例」という。）第５条の基準に基づ

いて審査・選定した。 

 

１ 指定管理候補者 

一般財団法人鳥取県観光事業団（鳥取市栄町６０６番地） 理事長 衣笠 克則  

  

２ 指定期間  平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで（５年間） 

 

３ 委託料の額 

   １,７５８,３７０千円‥‥（１）  （債務負担行為額 １,７５８,３７０千円） 

     〔参考〕単年度委託料の額（（１）÷５年）  ３５１,６７４千円 

 

４ 選定理由 

とっとり花回廊の指定管理者の指定に当たっては、１団体から応募があり、審査委員会にお

いて指定手続条例第５条の基準に基づき総合的に審査した結果、サービス向上、利用促進、観

光振興及び花き園芸振興への取組、施設設備の維持管理など種々の点で努力や、積極的な工夫

が図られるとともに、これまでの実績や経営基盤の安定性も認められることから、上記の団体

を指定管理候補者として適当であると認めた。 

 

５ 公募の経緯 

（１）募集期間 

平成２７年６月１５日から同年７月２９日まで（現地説明会６月２６日） 

 

（２）応募者 

応  募  者 所  在  地 代  表  者 

一般財団法人鳥取県観光事業団 鳥取市栄町６０６番地 理事長 衣笠 克則 

 

６ 審査委員会の選定経緯 

（１）審査委員 

氏   名 所    属    等 

若松  信宏（委 員 長） 西日本税理士法人（税理士） 

平元  陽亮（副委員長） くらよし佐野法律事務所（弁護士） 

生本  礼子 （公社）日本フラワーデザイナー協会公認校主宰 

 山崎 裕美子 皆生菊乃家 若女将 

手嶋 千恵里 前 会見第二小学校長 

黒澤  純三 株式会社今井書店 専務取締役 

岸 田  悟 鳥取県農林水産部長 

 

（２）開催経緯 

ア 第１回審査委員会：平成２７年５月２７日 

         指定管理者制度及びとっとり花回廊の概要説明、募集要項・審査項目等の審議 

イ 第２回審査委員会：平成２７年８月７日 

         面接審査の実施後、採点及び採点結果の審議、指定管理候補者の選定 

 



（３）選定基準 

 選 定 基 準 審 査 項 目 配点 

１ 施設の平等な利用を確保するの

に十分なものであること。 

（指定手続条例第５条第１号） 

・管理の基本的な考え方の適合性 

  施設設置目的の理解 

  指定管理者を希望する理由 

  管理運営の方針 

※平等な利用が確保できないと認められる場

合は失格 

必須 

２ 施設の効用を最大限に発揮させ

るものであること。 

（指定手続条例第５条第２号） 

・施設の設置目的に沿ったサービス・事業の内容 

（観光振興への取組、花き振興への取組、サー

ビス向上策、利用促進策等） 

・管理の基準 

開園時間、休園日、利用料金等の設定 

交流・学習活動への取組 

個人情報保護、情報の公開 

・植栽の企画、展示、管理の水準 

（植栽計画、管理計画、県内花き園芸の振興

の取組） 

・施設設備の維持及び衛生管理の水準 

・事故･事件の防止措置､緊急時の対応 

・利用者等の要望の把握 

５０ 

３ 管理に係る経費の効率化が図ら

れるものであること。 

（指定手続条例第５条第２号） 

・収支計画及び見積内容 

・県の委託料額の多寡 

２０ 

４ 管理を安定して行うために必要

な人員及び財政的基礎を有して

おり、又は確保できる見込みがあ

ること。 

（指定手続条例第５条第３号） 

・法人等の財政基盤、経営基盤 

・組織及び職員の配置等 

・現在の施設職員の継続雇用に関する方針 

・関係法令に係る監督行政機関からの指導等の状況 

・法人等の社会的責任の遂行状況 

  障がい者雇用 

  男女共同参画推進企業等の認定等 

  ISO14001・TEASⅠ種規格等の認証等 

  あいサポート企業等の認定等 

・当該施設の管理運営状況の実績評価 

 ※申請者が当該施設の現在の指定管理者の場

合のみの審査項目 

３０ 

 

（４）審査結果（面接審査及び書類審査）       

 配 点 一般財団法人鳥取県観光事業団 

選定基準１ 適／不適 適 

選定基準２ ５０ ３７．５ 

選定基準３ ２０  ８．４ 

選定基準４ ３０ ２３．５ 

合 計 １００      ６９．４ 

※点数は審査委員会出席委員７名の平均 

 



 

審査項目に対する委員からの主な意見等 

○選定基準１【施設の平等な利用を確保するのに十分なものであること】 

・施設の平等な利用を確保できるものであった。 

 

○選定基準２【施設の効用を最大限に発揮させるものであること】 

〔施設運営〕 

・イルミネーション等の集客を考え、冬期の開園時間を工夫（13時から21時開園）し 

ている等、改善点が評価できる。 

〔広報・集客〕 

・広報の実施内容にあまり目新しさや工夫が感じられなかったので、より効果の高い 

 広報活動を検討する必要があると思う。 

・情報発信が少し不足していると思う。 

・海外からの観光客誘致は、既に大きな流れであるので、県等と連携しながら良い流 

れをつくって欲しい。 

 

 〔植栽・サービス〕 

・多々の取組の努力の跡がうかがえた。その中で園内の充実には感心した。 

・花回廊の顔となるゲート付近及びドーム内の植栽展示について、常にテーマ性を示 

して欲しい。この場面の印象により、リピート率が変わると思う。 

・園内の利用者満足度向上については、女性視点での意見が反映されやすい仕組みづ 

くりを期待する。 

 

○ 選定基準３【管理に係る経費の効率化が図られるものであること】 

・募集要項で提示した委託料上限額と同額の収支計画となっており、費用対効果を意 

識した管理コストの見直し、削減を図っているとは言えないと思う。 

・収支計画が５年間同額というのは疑問。年次別の事業計画のステップアップに連動 

した収支を積算すべき。 

・営業計画と広告宣伝の実際の進捗管理を着実に重ねていくことが、売上げ増への全 

職員の士気向上につながると思う。 

 

○選定基準４【管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しており、又は

確保できる見込みがあること】 

・財政基盤は安定している。 

・事業運営に安定感が感じられる。特に地元業者との連携に手堅さが見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 指定管理候補者の事業計画の概要 

（１）開園時間・休園日 

○４月～１１月    午前９時から午後５時まで 

○１２月～３月    午前９時から午後４時３０分まで 

○ムーンライトフラワーガーデン開催日    午前９時から午後９時まで 

○フラワーイルミネーション開催日  １１月    午前９時から午後９時まで 

        〃         １２月・１月 午後１時から午後９時まで 

   ○休園日 

     １２月から３月の毎週火曜日（その日が祝日の場合は翌日）及び１２月２９日から１月１日まで 

の日を休園日とするが、一部の休園日を夏期に振り替える。 

     平成２８年度は以下のとおりとし、平成２９年度以降は毎年の事業計画書で定める。 

     ・ ４月～ ６月  無休 

     ・ ７月～ ８月  毎週火曜日 

・ ９月～１１月  無休 

     ・１２月～ １月  火曜日の一部（12/6、12/20、1/10、1/24） 

     ・ ２月～ ３月  毎週火曜日 

 

（２）利用料金  現行どおりとする。 

   【入園料】                               （単位：円） 

区  分 
学生等・一般人 小・中学生 小学生未満 

４～11月 12～３月 ４～11月 12～３月 ４～11月 12～３月 

個人 1,000 700 500 350 無料 無料 

団体 
10人以上 900 630 450 310 無料 無料 

20人以上 800 560 400 280 無料 無料 

学校行事 500 350 250 170 無料 無料 

午後５時以

降に入園す

る場合 

個人 700 700 350 350 無料 無料 

10人以上 630 630 310 310 無料 無料 

20人以上 560 560 280 280 無料 無料 

学校行事 350 350 170 170 無料 無料 

 

・友の会（有効期間１年間） 

大人（高校生以上） 新規会員：３,５００円／人 継続会員：３,０００円／人 

小人（小・中学生） 新規会員：２,０００円／人 継続会員：１,５００円／人 

 

○減免事項 

    ・現行の減免事項を継続（身体障がい者、要介護者、校外学習利用者、外国人観光客等への減免等） 

 

（３）サービスの向上策と利用促進に向けた取組み 

    ○受付・案内等 

・ガイド機能の充実（職員の園内植栽や施設概要等の説明スキルの向上） 

・ボランティアガイドとの協働（見所の案内や写真のシャッター押しなど） 

・花や樹木の説明の充実（花や樹木の名称などの標記を充実） 

・花情報のデータベース化（開花期や名前の由来、花の特徴などの情報及び写真をデータベース化） 



      ○情報発信・広報宣伝 

    ・ブログやフェイスブック、ツイッターなどを活用した情報発信 

    ・ポスター、折り込みチラシ、テレビＣＭなど映像を主体とした魅力の発信 

    ・中四国・関西圏の日帰り企画や韓国・台湾・中国からの観光客誘致のための営業活動の実施 

    ・周辺観光施設と連携した広報・営業活動の実施 

   ○イベント業務 

    ・利用者のニーズや評価を反映したサービスの提供、大規模な冬季イルミネーションの実施 

   ○レストラン等の運営、物品の販売その他 

    ・お客様の意見を取り入れた、花回廊らしさのあるメニューの提供 

    ・顧客満足度向上のための改善の実施 

 

（４）観光振興への取組 

   ○花をテーマとしたショーガーデンとして、個性的な庭づくり等の新たな魅力を提供 

 

（５）県内花き園芸の振興への取組 

   ○花壇苗の９５％以上県内産を利用するとともに県内花きのＰＲや販売を実施 

   ○生産者へのＪＡ・普及所・園芸試験場等と連携した現地巡回指導の実施 

   ○生産者の研修の場として、新品目・新品種の展示や生産者研修会を開催 

 

（６）交流・学習についての取組 

   ○他施設・他団体との交流事業 

    ・姉妹公園協定を締結したオランダキューケンホフ公園との交流の充実 

・淡路夢舞台温室（兵庫県）、牧野植物園（高知県）との交流の継続 

    ・周辺の観光関係団体への参加や連携した事業の実施等 

   ○学習・普及啓発活動 

    ・園内での講習会や学校授業を通じた学習機会の提供 

 

（７）収入確保及び経費削減のための取組 

   ○管理運営実績に基づき、費用対効果を意識した運営コストの見直し、削減を実施 

 

（８）法人等の社会的責任の遂行 

   ○地域雇用の確保や障がいのある人たちの社会参加に寄与するため、障がい者就労施設（わかとり作

業所）や南部広域シルバー人材センターに作業を委託 

   ○あいサポート認定企業として、あいサポート事業への取組 

   ○鳥取県版環境管理システム（ＴＥＡＳⅡ）を運用することによる主体的・継続的な環境配慮活動へ

の参加 

 

（９）県との連携確保 

   ○積極的なイベント情報の提供 

   ○周辺情報の収集のための情報交換会への積極的な参加 


