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指定管理者による公の施設の管理運営状況

平成29(2017)年度

とちぎ花センター施設名

農政部生産振興課施設所管課

公益財団法人栃木県農業振興公社（法人番号5060005007583）指定管理者

指定期間 平成26（2014）年４月１日～平成31（2019）年３月31日

１ 施設の概要

栃木市岩舟町下津原１６１２施設所在地

①敷地面積：３０，４２９㎡施設の概要

②施設面積：１６棟 ６，３９３㎡

鑑賞大温室 １棟 ２，２２５㎡ 用土棟格納棟 ２棟 ７５０㎡

ホール棟 １棟 ６０３㎡ 展示温室 ２棟 ５００㎡

マロニエフラワー館 １棟 ３５２㎡ 生産温室 ６棟 １，４６３㎡

管理棟 １棟 ４２１㎡ その他 ２棟 ７９㎡

①センターの施設の維持管理に関する業務業務内容

②多目的ホールの利用の許可に関する業務

③センターの運営に関する業務

④前各号に掲げる業務に付帯する業務

⑤その他

センター内食堂・花き販売所の運営、自動販売機の設置等の自主事業に関する業

務

２ 収支の状況

平成29(2017)年度 （千円）

収入 支出

指 １３４，７４２ 指 １９，４３１指定管理料 事業費

定 ７，６９３ 定 ３７，７９２利用料金収入 管理運営費

管 ４，２３７ 管 ９３，１１６その他収入 人件費※１

理 理 ６，９８３その他支出※１

１４６，６７２ １５７，３２２※２ ※２合計 合計

指定管理業務収支差額① ▲１０，６５０

自主事業 ６３，０４４ 自主事業 ６０，７２６

自主事業収支差額② ２，３１８

▲８，３３２収支差額（①＋②）

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 備考（※１ その他支出の主なものを記載）

・花き類処分販売料 ３，２８２千円 ・租税公課費 ４，０３４千円

・園芸教室等収入 ９５５千円 ・退職給付引当金繰入額 ２，９４９千円

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。
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平成28(2016)年度（前年度） （千円）

収入 支出

指 １３４，７４２ 指 １９，３７０指定管理料 事業費

定 ７，６９０ 定 ３０，１９２利用料金収入 管理運営費

管 ５，８００ 管 ８９，３２２その他収入 人件費※１

理 理 ９，５６３その他支出※１

１４８，２３２ １４８，４４７※２ ※２合計 合計

指定管理業務収支差額① ▲２１５

自主事業 ６０，５１８ 自主事業 ５８，０６９

自主事業収支差額② ２，４４９

２，２３４収支差額（①＋②）

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 備考（※１ その他支出の主なものを記載）

・花き類処分販売料 ５，２０３千円 ・租税公課費 ５，３２１千円

・園芸教室等収入 ５９７千円 ・退職給付引当金繰入額 ４，２４２千円

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。

３ 利用状況

施設名 平成28(2016)年度 平成29(2017)年度

（前年度）

入園者数 入園者数 ３１１，６００人 ３３３，７９１人

鑑賞大温室 入館者数 ３０，１８１人 ５０，２２８人

うち有料入館者数 １９，９０８人 １９，２２３人

観覧料金額 ６，９７２，８４０円 ６，９８８，０２０円

多目的ホール 利用日数 ６４．０日 ６４．０日

利用料金額 ７１７，０００円 ７０４，８００円

４ サービス向上に向けた取組

・３～５月まで無休営業とした。

・昼のイベントに加え、「密林で肝試し」など開園時間を延長した夜のイベントも開催した（５

月、６月、８月、１２月）。

・７５歳以上の鑑賞大温室入館料を無料にした。

・栃木市及び佐野市の小学生を鑑賞大温室に無料招待した。

・ホームページ、facebookにより開花状況やイベント情報を随時発信した。

５ 利用者意見への対応

利用者意見の把握方法

・利用者アンケート調査の実施

調査の方法

指定管理者が入園者を無作為に抽出してアンケート調査を実施

毎月５０人に実施し、年間６００人から回答

アンケート項目 結 果

性別 男性 ３７％ 女性 ６３％

年齢 ６０歳以上の入園者数が６０％

住所 来園者の５３％が県内在住者であり、そのうち６４％が近隣在住

者である。

県外来園者の８９％が埼玉県・茨城県・群馬県在住者である。

来園目的 鑑賞大温室、大花壇、花の購入の順となっており、鑑賞大温室を

目的とする来園者は７８％を占めている。
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来園回数 初めて来園する新規顧客は３６％、４回以上のリピーターは２８

％を占めている。

とても良かった42％ 良かった40％ 普通15％ あまり良くなかった3％大花壇について

とても良かった42％ 良かった42％ 普通13％ あまり良くなかった3％鑑賞大温室について

とても良かった47％ 良かった44％ 普通 9％ あまり良くなかった0％企画展について

とても良かった67％ 良かった30％ 普通 3％ あまり良くなかった0％職員の対応について

とても良かった40％ 良かった49％ 普通11％ あまり良くなかった0％施設の管理状況について

主な利用者意見（苦情・要望） 対 応

・次の企画展の広報を、早く知らせてほしい。 ・早い時期に広報できる体制を整える。

・鑑賞大温室でも、冬は寂しいので、鉢花を置 ・適宜、開花した鉢を展示する。

いてもよい。

・エピソードや実体験等が展示されていると身 ・興味を持ってもらえるような表示をする。

近に感じる。

・展示してある花すべての名前が、表示されて ・できる限り表示していく。

いると良い。

主な利用者意見（積極的評価）

・珍しい植物が見られて楽しかった。

・昔より、道沿いの説明表示が多くなり、見ていて楽しかった。

・思っていたよりダイナミックな展示で楽しめた。

・質問をしたら、必ず答えていただけるので楽しみに来ている。

６ 指定管理者による自己評価

成果のあった取組・積極的に取り組んだ事項・利用者満足度向上への取組

・企画展を８回開催した。県内生産者や花き関連団体と連携した展示を行い、前年度よりも評価が

良かった。

・春のフラワーフェスティバルやローズフェスタなど年間８回のイベントを開催した。また、１０

月には開園２５周年記念式典を挙行し、２月には花と苺のフェスティバルの開催会場としてイベン

トを盛り上げた。

・寄せ植えや草木染めなどの体験教室を年２７回開催した。平成30（2018）年１月からは注目度の

高いハーバリウム教室も開始した。

・栃木市内の小学生を対象に、生産温室を活用して植物の植え付けから収穫まで体験する花育講座

を開催した。

・とちはなちゃんファンクラブやローズクラブなど、県民ボランティアと協働で花壇の植え替えや

植栽管理を実施した。

※指定管理者が独自に設定集客のための取組と生産振興への寄与

・開園２５周年を記念し、記念式典のほか関連企画展、イベント等を開催し、話題を創出すること

により集客につなげた。

・７５歳以上の入館無料や栃木市及び佐野市内小学生への招待券配布を行った。

・新たな月刊紙「マンスリーとちぎ花センター」を発行し、きめ細かい情報提供を行った。

・生産者組織と連携した洋らん等の企画展示や、本県で開発された「きらきら星」等の展示販売、

新たな消費者と生産者の交流イベントの開催などを通して、県産花きのＰＲに貢献した。

今後改善・工夫したい事項

（集客対策）

・みかも山公園・いわふねフルーツパーク・道の駅みかもと連携してみかも山東エリアとして集客

できるような対策を引き続き検討する。近隣の植物園と提携することで、入園割引や施設のＰＲ活

動を展開する。
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（企画展）

・新しくかつ話題性に富むテーマ展示や県内生産者やその道の専門家による企画展示ができるよう

検討するとともに、多くのマスコミへの素早い広報やＳＮＳでの情報発信を行う。

（イベント）

・従来の短期間集中型から脱却して、目玉植物の開花期に合わせた開催や２つのイベントテーマを

兼ね備えた企画を計画するなどの新たな試みに挑戦する。

（県産花きＰＲ）

・県産の秀品花きを使用したアレンジメントの展示や県内生産者と連携したイベントの開催等を通

して、消費者に生産者の情報を提供していく。

（体験）

・花センターは、花を見るだけでなく、花を使用した体験教室ができることも魅力であるので、集

客の手段として団体ツアーにＰＲし利用者の増加を図る。

７ 所管課による評価

評価の内容 評価項目 確認内容・所見等

多目的ホールの利用にあたっては、１．住民の ①住民の平等利用が確保されたか。

「多目的ホール利用規約」に基づき、平等利用の

一部の個人・団体に偏ることのないよ Ｃ確保

う公平かつ適正に利用者を決定してい

る。

多目的ホールの使用許可にあたって②使用許可に関する権限が適正に行

は、条例、規則及び利用規約に基づき Ｃ使されたか。

適正に手続きを行っている。

75歳以上の入館料を無料としてお③高齢者、障害者等に対する配慮は

り、施設利用者に占める高齢者の利用 Ｂなされたか。また、平等利用が確保

増加につながっている。できない場合の対応は適切か。

県内生産者や企業・関係団体と連携２．施設の ①施設の設置目的に沿った業務実施

して展示を行ったり、木県が開発した効用の最大 がなされたか。

「きらきら星」をＰＲする等、花の生限発揮

産振興を図っている。 Ｂ

また、企画展示、イベント、大花壇

植栽、園芸教室等の実施により花の普

及促進を図っている。

積極的な広報活動を実施した結果、②施設の利用促進、県民サービスの

入園者数・入館者数ともに前年度実績向上が図られたか。

を上回っている。

また、接遇研修などに力を入れて取 Ａ

り組んだ結果、職員対応評価の「とて

も良かった」が前年度に比べて10ポイ

ント増加している。
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毎月実施している利用者アンケート③利用者満足度を把握し、満足度の

により、利用者ニーズを把握してお向上が図られたか。

り、「とても良かった」「良かった」

が８割以上を占め、利用者の満足は得 Ａ

られている。特に、企画展は「とても

良かった」が前年度に比べ11ポイント

増加している。

利用者から寄せられた意見・苦情に Ｃ④利用者からの意見、苦情に対して

対しては可能な範囲で迅速に対応して適切な対応がなされたか。

おり、概ね適切な対応がなされてい

る。

施設、設備、備品については定期的 Ｃ⑤施設、設備、備品の維持管理や安

に点検しており、安全管理は概ね適切全管理は適切になされたか。

になされている。

⑥指定管理者の創意工夫により業務改 概ね適切になされている。 Ｃ

。善等がなされたか

専門的知識、技術を持つ有資格者を３．管理を ①組織体制は適正か。

配置するなど、適切な職員配置に基づ Ｃ安定的に行

いた管理・運営がなされている。う物的人的

基礎

指定管理業務に係る支出が収入を②収支は適正でバランスがとれたも

10,000千円以上上回っているが、天候のか。

による燃料費の増、施設の老朽化によ

る修繕料の増、25周年関連経費の増が Ｄ

要因と思われる。

今後もコスト削減を図るとともに集

約力の確保に努め、バランスのとれた

収支になるように努められたい。

展示資材・広報用ポスターの自主制③経費の縮減に取り組まれてきた

作や日々の管理努力により経費の削減 Ｃか。

に努めている。

職員研修が計画的に実施されてお Ｃ④人材育成は適切に実施されている

り、人材育成は適切に実施されていか。

る。

危機管理に関するマニュアルに基づ Ｃ⑤危機管理体制（事故、緊急時の対

き、適切な管理体制を確保している。応）は確保されているか。

概ね適切になされている。 Ｃ⑥県や関係機関との連携体制は確保

されているか。
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個人情報保護に関するマニュアルに Ｃ４．個人情 ①個人情報の保護についての措置が

基づき適正になされている。報保護 計画どおり実施されているか。

情報公開に関する事務処理要領に基 Ｃ②情報公開は適切になされている

づき適正になされている。か。

組織・職員レベルによる「自己評５．その他 ①施設の特性にふさわしい自己評価

価」のほか、来園者アンケートによるがなされているか。

「利用者評価」、外部委員による「第 Ｂ

三者評価」を実施する等、ふさわしい

評価がなされている。

計画どおり実施されている。 Ｃ②自主事業が計画どおりに実施され

ているか。

近隣観光施設と連携したイベントを③イベント等を実施している場合

実施したほか、高齢者福祉施設の利用は、地域との連携が図られている

者による園芸福祉活動の実施や栃木市 Ａか。

及び佐野市内の小学生を鑑賞大温室に

招待する等、様々な機会を通して地域

連携を図っている。

ごみの分別、減量化を推進しており Ｃ④環境への配慮（騒音・光害対策、

環境への配慮がなされている。ごみ削減等）がなされているか。

特になし －⑤その他管理運営上の特記事項

総合的な評価

近年、入園者・入館者数が減少傾向にあったが、積極的に広報活動を行ったり、月刊紙を発行し

たり、花と苺のフェスティバルの開催会場としてイベントを盛り上げるなど、集客対策に積極的に

取り組んだ結果、入園者・入館者数が前年度を上回った。また、昨年度に引き続き実施した近隣観

光施設と連携したイベントは入館者増加と地域連携に貢献し、企画展は内容を充実させたことによ

り利用者の満足度が上がり、いずれも評価に値する。

更に、センターの設置目的である花とのふれあいによる心豊かな人づくりの実現のため、小学生

を対象とした花育活動や高齢者・障害者を対象とした園芸福祉活動に積極的に取り組む姿勢も評価

できる。

今後は、来園者の８割が50代以上という状況を鑑み、当該客層を重点とした事業を展開するとと

もに、新規利用者の開拓をはじめとした幅広い年齢層の集客に努め、より一層魅力ある施設づくり

を期待する。

※「評価」欄には、以下の指標により判定した結果を記載すること。

Ａ：事業計画に対して極めて優れた取組となっている。

Ｂ：事業計画に対して優れた取組となっている。

Ｃ：事業計画どおりの取組となっている。

Ｄ：事業計画に対して劣る取組となっている。

Ｅ：事業計画に対して極めて劣る取組となっている。


