
１ 施設の概要

　個人 ： ３００円

　団体 ： １０名以上 ２７０円 ／ ２０名以上 ２４０円　

　個人 ： １５０円

　団体 ： １０名以上 １３０円 ／ ２０名以上 １００円　

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

開館時間

休館日

委託業務の内容

管理体制

○施設設備の維持管理
○施設の利用許可、施設利用料の徴収等に関すること
○観光振興に関すること
○果樹振興に関すること
○その他管理運営に必要な業務

鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館

区　　分 利　用　料　金

大　人

倉吉市駄経寺町１９８－４施　設　名

施設所管課名

平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日指定管理者名

０８５７－２６－７２８１農林水産部農業振興戦略監生産振興課

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト（平成２６年度業務）

所在地

連絡先

指定期間（一財）鳥取県観光事業団

設置目的

○毎月第１・３・５月曜日（祝日の場合は翌日）
○１２月２９日～１月３日

梨に関する産業、歴史、文化への県民の理解を深めるとともに、観光及び果樹の振興に資する。

午前９時～午後５時

設置年月日 平成１３年４月２７日（開館）

施設内容
○敷地面積：４，３０１㎡（うち梨ガーデン面積：１，６１２㎡）
○建築面積：２，６９３．８８㎡／延床面積：４，６８２．４１㎡
○施設内容：展示館、植物防除小屋

　　正職員：５人、非常勤職員、準職員、臨時職員、パート職員：１５人　〔 計２０人 〕

平成27年7月7日

利用料金 （高校生以上）

小　人

（小学生以上）

名誉館長（非常勤） 

顧問（非常勤） 

館 長 副館長 スタッフ 
ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
ｽﾀｯﾌ（１名） 

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
ｽﾀｯﾌ（５名） 

売店・喫茶 
ｽﾀｯﾌ（６名） 

     【  プ  ロ  パ  ー  職  員  】      【 準職員 】    【臨時職員】   【 パート 】 

技術専門員 

スタッフ 

事務補助（１名） 



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

２６年度 6,198 9,672 8,638 9,903 18,250 9,719 9,390 14,137 5,193 5,828 7,805 8,859 113,592

２５年度 6,863 8,012 7,628 9,077 15,913 10,364 8,662 14,794 5,548 5,578 5,657 8,132 106,228

増　減 -665 1,660 1,010 826 2,337 -645 728 -657 -355 250 2,148 727 7,364

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

２６年度 659 1,193 854 1,124 2,657 1,345 1,061 1,296 666 745 1,009 1,106 13,715

２５年度 733 1,029 758 1,090 2,396 1,327 907 797 546 605 1,177 967 12,332

増　減 -74 164 96 34 261 18 154 499 120 140 -168 139 1,383

５ 収支の状況

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）

その他（雑収入・補助金等）

（単位：千円）

 その他（固定資産支出） 0 0 0

 人  件  費

2,347

16

109,285

164,769

33

17

2,885

計

利用料金収入
　　　 (千円)

販売手数料等収入

施設管理運営受託事業収入

小　計

２６年度 ２５年度

事業外収入

区　　　　　分

入館料収入

収入

小　計

53,051

利用者数 (人)

増　　減

事業収入
-43

55,484

12,332

売店・喫茶等営業収入 41,115

教室等参加料収入

40,022

697654

1

14,267

13,715

95,018

148,069

2

1,093

31

109,235 95,000

10,313

47,864

46,097

 管理運営費

137,756

 事　業　費

92845,169

47,60849,955

1,383

16,700

2,433

14,235

収 　支 　差 　額 20,853

計 143,916

支出

6,160

44,979

確認項目
状況

備考
正職員 臨時職員 パート職員

雇用契約
・

労使協定

労働条件の書面による提示 就業規則 労働条件通知書 労働条件通知書 ※書面の名称を記入

就業規則の作成状況 有 有 有
※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

労使協定の締結状況 ３６協定 ３６協定 ３６協定
※労働基準監督署長へ
の届出が必要な協定の有
無

労働時間

所定労働時間 ８時間 ８時間 ４～８時間
※幅がある場合は上限、
下限を記入

時間管理の手法 使用者の現認 使用者の現認 使用者の現認
※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

休暇、休日の状況
休暇：年20日

休日：週当たり２日
その他：就業規則による

休暇：年7～10日
休日：週当たり２日

その他：就業規則による

休暇：年7～10日
休日：週当たり3～4日

その他：就業規則による

※幅がある場合は上限、
下限を記入

給与

給与金額 248千円／月 138千円／月 90千円／月 ※平均月額を記入

最低賃金との比較 適 適 適 ※適否を記入

支払い遅延等の有無 無 無 無 ※有無を記入

安全衛生

一般健康診断の実施 年１回実施

産業医の選任 選任の要否：　否　選任状況：　選任なし ※規模の要件あり

安全管理者の選任 選任の要否：　否　選任状況：　選任なし ※業種・規模の要件あり

衛生管理者の選任 選任の要否：　否　選任状況：　選任なし ※規模の要件あり

安全衛生推進者（衛生推進者）の選任 選任の要否：　要　選任状況：　取得者より選任 ※業種・規模の要件あり



○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

区　分

利用者意見
の把握方法

開館時間

休館日

その他

○施設ホームページでの意見受付
○施設内に設置する意見箱
○施設窓口での意見受付
○施設で行う利用者アンケート
○県への「県民の声」による意見受付

ゴールデンウィーク及び夏休み期間中（金・土・日曜日及び盆の期間中）は午後６時まで開館
（他の期間：午前９時から午後５時）

毎月１回「無料感謝デー（お客様感謝デー）」を設けたり、近隣の保育園やかにっこ館で「出前な
しっこ館」を行ったり、ホームページの更新頻度を増やし、梨ガーデンの様子や土・日曜日のイベン
トを紹介するなど、積極的な集客促進に努めている。

倉吉未来中心において全国規模の大会・イベントなどがある場合や旅行会等の依頼などに柔軟に対
応。

取　　組　　み　　内　　容

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

10人以上50人未満

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）
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



９月の中旬に収穫体験をやっています。

ものがたり劇場の女性ロボットの声が変
になっていて何を言っているか解りませ
んでした。故障をなおして。

現在、どこの部分が不具合か調査しています。

何度か来ているが、若干飽きてきた。定
期的に変わる展示がほしい。

パネルによる展示替え等は出来る限り行っていますが、常設展示は今後の検
討材料です。

一日でも早く復旧できるよう努めます。

フジテレビ系列の有吉の番組を見て来た
いと思いました。キャラクターのナッ
シーが見たかったです。

出来る限り出演させたいと考えています。最近少し疲れ気味です。

クイズの機械が故障していたのが残念で
す。

老朽化で機械の反応が悪くなっています。交換等検討いたします。

シアターを活用して子ども向けにいろい
ろ上映して欲しいです。

毎年子ども向け「３Ｄシアター」を上映しています。今年で３年目です。

帽子をかぶって写真を撮れる場所、かぶ
り物がかなり汚れていたり、ほつれ等も
あったり。メンテナンスお願いします。

新しいものを現在発注しております。

梨の収穫体験とかあるとやってみたいで
す。

全国のゆるキャラに参加されて皆様に覚
えてもらうのもいかがでしょうか。頑張
れ!

ありがとうございます。検討いたします。

体験があると良いと思います。（梨を
使ったジャムづくりなど）梨がフルーツ
の中で一番好きですが、知らなかったこ
とばかりで今日は本当に楽しめました。
ありがとうございました。

梨料理の試食会等、定期的に開催しています。その場で料理を作ることはあ
まりいたしませんが、営業上クリアできることは検討いたします。

　利用者からの積極的な評価

ご意見ありがとうございます。参考にいたします。

利用者からの苦情・要望 対　応　状　況

○梨のことも本当に良くわかりました。娘（小５）もとても楽しめたようです。北海道の農家（イチゴ、ブルーベ
　リー）ですが、このような施設は北海道にはなく、消費者にアピールする方法としては素晴らしいですね。外国
　人も多いようですし、今後は輸出にも期待が持てそうですね。
○梨をより身近に感じられる施設です。特に長い歴史の中で梨の育種、栽培をしてこられた方々の梨に対する愛情
　が感じられると思います。
○今までいろんなミュージアムを拝見しましたが、これほど時間を費やしたのは初めてです。一つ一つ勉強になり
　楽しく見学させていただきました。不思議ガーデンでは、小さなこどもたちも興味を引かれると思います。
　今回は、じじ・ばばの二人旅でしたが、次回は孫と一緒にクイズに挑戦したいと思います。
○自由研究が大変良かったです。梨のこともいろいろ知ることが出来ました。
○安い入館料でクイズやゲーム、梨についての知識が得られ楽しかったです。子どもも大人も楽しめるところが素
　晴らしい。
○ガイドさんの説明がとても良くて、梨のことに興味を持てて聞きました。梨の味の違いもわかり、知人に今日知
　り得た知識を話したいです。楽しい施設でクイズなど子どもに返り考えました。
○二十世紀梨ものがたり劇場、とってもわかりやすくて、黒斑病とか初めて知りました。人形の動きのクオリティ
　の高さにもびっくり！！全て素晴らしかったです！！気がつけば１時間もいました。大人でも楽しく観られまし
　た。ありがとうございました。記念スタンプも大事にスタンプ帳に貼って保存します。

フルーツ帽子をかぶって記念写真を撮る
ところに、日付があると記念になってう
れしいです。

ご意見ありがとうございます。検討したいと思います。

２階の展示室の方が梨のことがわかりや
すいのに、脚の悪い人は１Ｆだけで終
わってしまうと思う。２Ｆから見学でき
るようにすると良いと思う。また、階段
は年寄りが大変なのでスロープ状の通路
で巨木を回るように降りられると良い。

シアターが故障中で損した気分。



９ 指定管理者による自己点検

１０ 施設所管課による業務点検

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

・ご愛顧のお礼と集客促進を目的に、なしっこ館無料感謝デーを平成２２年度より継続して実施した。家族層を中
　心に定着しており、入館者が増加傾向である。

評　価 点　　　検　　　結　　　果

3

○設備の定期点検、年次点検は計画的に実施されている。
○開館以降１３年が経過し、各種機器、設備の劣化が進行し
ている。（劣化の状態を予測した上での予防保全が必要）
○保安警備、清掃等は計画どおり実施されている。
○事故等対応マニュアルに従って適切に対応されている。

・日本海新聞との共催事業「なしっこ３Ｄランド」や地元団体によるミニコンサートなど、近隣施設や団体との連
　携事業に取り組んだ。

・キッチンギャラリーにおいて、梨をはじめイチゴ・メロン・ブドウ・スイカを試食として提供し、鳥取県産果実
　のＰＲに努めた。

○開館から１３年を経過し、各種機器・設備及び備品等に経年劣化に伴う老朽化が原因と見られる不具合が頻発し
　修繕費が増えている。
○展示の更新等、新たな見どころづくりが必要。

　○事故の防止措置、緊急時の対応

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

　○利用の許可
3

項　　　　　　　目

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

○許可基準に従い適正に対応されている。
○利用者への措置命令及び施設からの退去命令は特になし。
○利用料金の減免については、減免事項に従い適正に行わ
れている。

　○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

　○施設設備の保守管理・修繕

　○施設の保安警備、清掃等

　〔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〕

・多種多様な広報媒体を利用し、施設及びイベント紹介をしながら集客促進を図った。当館マスコットキャラクタ
　ー「ナッシー」が全国放送ＴＶ等に出演した効果は絶大であった。

・パスポート会員への入会推進活動や広報、プレゼントキャンペーン等サービスの充実による会員制度の利用拡大
　を図った。

１　利用者へのサービス提供と利用促進

２　観光の振興

・通年を通して大人から子どもまで手軽に楽しめるクイズラリーや夏休みにスタンプラリーを実施した。また、季
　節行事にちなんだ簡単な工作教室も開催し、ファミリー層に評判が良かった

・平成２３年度末に、梨ガーデンに作った水気耕栽培施設での梨栽培をはじめ、珍しい栽培方法として紹介し、梨
　ガーデンの見学客を増やした。

３　果樹の振興

・「鳥取梨つくり大学」を１２回開催するとともに、鳥取大学公開講座を共催し専門的知識の普及を図るとともに
　　「梨のなんでも相談室」を常時開設し、質問に対応した。

・梨の摘果・袋かけ・収穫等、梨に直接触れる体験型イベントを行った。また、夏休みには、梨を中心とした果物
　等に関する「夏休み親子自由研究教室」を開催し、食農教育の推進に努めた。

５　収入の確保など

・有料入館者を増やすことで利用料を確保するとともに、未来中心及び周辺イベント参加者等へ梨記念館をＰＲし
　売店営業収入の確保に努めた。

・巨大梨コンテスト、梨料理試食会等、梨を題材にした各種体験活動や季節にちなんだ飾り付けを行いながら振興
　を図った。

４　営業・広報など

・ホームページの更新頻度を増やし、梨ガーデンの様子や土・日曜日のイベントの紹介等を行い集客取り組んだ。

・中部地区各旅館及び道の駅等への情報提供やかにっこ館で「出前なしっこ館」を開催し、梨及び施設のＰＲを行
　った。



　※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。

3
○来館者に対する受付案内（接遇）は概ね適正に行われてい
る。
○ベビーカーなど、備品貸し出し及び管理は適正に行われて
いる。

4

○来館者数は対前年１０６．９％、入館料収入は対前年１１１．
２％と大幅に増加した。
○入館者の増により、売店・喫茶等の自主営業に係る収入も
対前年１０２．７％と伸びている。
⇒来館者数及び収入とも当初計画よりも上回り、収支差額も
前年より多くなっており、かなりの営業努力が認められる。

○県内トップクラスの専門職員を配置し、梨づくり大学を開催
するなど、梨記念館の設置目的である果樹振興への取組とし
ては、概ね評価できる。
○来館者に対するサービスの向上は図られている。
○地域との連携も行い、観光振興の面でも努力している。
○売店・喫茶等の営業収入は計画を上回っており、努力が認
められる。
○総合的に適正な運営が行われており、評価できる。

3
○梨づくり大学や鳥取大学公開講座（梨栽培生理講座等）、梨
コンクールを開催するなど、梨記念館の設置目的である果樹
振興への取組としては、概ね評価できる。

〔果樹振興〕

4

○ゴールデンウィーク及び夏休み期間中の金・土・日曜日等の
開館時間延長（18:00まで)等、利用者の視点に立った運営は
評価できる。
○旅行業者への営業活動、観光連盟及び観光協会などとの
県外共同ＰＲなど積極的なＰＲ活動が行われている。
○４年連続年間入館者が１０万人を達成するなど、入館者数
は伸びてきている。近年は、外国人入館者も大幅に増加してき
ている。
○近隣旅館や観光施設とも連携し、鳥取県中部地域の活性化
にも寄与している。

　○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

　○利用者へのサービス提供・向上策

〔職員の配置〕 3
○県内トップクラスの専門職員を配置し、果樹振興のための情
報交換・発信の場として魅力ある施設となっている。
○館内のガイド機能など、お客様に対する対応も出来る体制
になっており、評価できる。

総　　　　括 3.2

〔会計事務の状況〕

3 ○利用券の管理及び毎月の確認等、適正に実施されている。
○会計処理等についても、適切に処理されている。

　○不適正事案や事故等の有無

　 ・その他の法令

〔収入支出の状況〕

　○利用指導・操作

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

　　　　　　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。

　○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）

〔関係法令の遵守状況〕

　 ・労働関係法令
　　（労働基準、労働安全、障がい者雇用等）

《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

　○利用受付・案内

　○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

　 ・環境関連法令
　　（大気、水質、振動、廃棄物等）

3

　　　　　　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。

〔県の施策への協力〕
3 ○除草作業等について、障がい者就労施設へ発注している。

○シルバー人材センターへも除草作業等を発注している。　○障がい者就労施設への発注

　○県内発注（鳥取県産業振興条例）

○関係法令に沿い、適切に対応されている。
○県内発注については、県内に受託者がいない場合を除き、
適切に行っている。

　○関係法令に係る行政指導等の有無等


