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平成３０年１１月１９日

都市整備部 公園緑地課

阿波岐原森林公園（南エントランス）の指定管理者候補者の選定について

阿波岐原森林公園（南エントランス）の指定管理者については、次のとおり候補となる団

体を選定しました。

なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、平成３０年１２月議会で可決された場

合には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営にあたることとなります。

1.指定管理者候補者の概要

(1)団体の名称

ＭＰａｒｋｓ＋ＰＨＯＥＮＩＸ

＜代表構成員＞ 一般財団法人みやざき公園協会

＜構 成 員＞ フェニックスリゾート株式会社

(2)代表者名

＜代表構成員＞ 一般財団法人みやざき公園協会

理事長 吉田 晋弥

＜構 成 員＞ フェニックスリゾート株式会社

代表取締役社長 松永 裕文

(3)主たる事務所の所在地

＜代表構成員＞ 一般財団法人みやざき公園協会

宮崎市鶴島二丁目１０番２５号

＜構 成 員＞ フェニックスリゾート株式会社

宮崎市大字塩路字浜山３０８３番地

(4)設立年月日

＜代表構成員＞ 一般財団法人みやざき公園協会

昭和３７年１１月１７日

＜構 成 員＞ フェニックスリゾート株式会社

昭和６３年１２月２７日

(5)設立目的

＜代表構成員＞ 一般財団法人みやざき公園協会

県の施策に協力するとともに、広く県民の花・みどりに対する啓発普及を推進する

ための活動を行い、併せて宮崎県内の都市公園その他施設等の管理運営、公共緑地

の維持管理、造園工事等の事業を行い、県民の福祉の向上に寄与すること
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＜構 成 員＞ フェニックスリゾート株式会社

宿泊施設、飲食施設、スポーツ施設、娯楽施設、販売施設、文化施設の経営・温泉

保養、療養施設の経営・会議場の経営及び会議に係る企画運営業務・スポーツ、芸

能その他イベントの企画運営業務・陸、海運業、航空運送業及びその代理業、仲立

業・不動産の売買、賃貸業及び管理業・物品の売買・物品の加工、修理及びこれら

の請負業・損害保険代理業、生命保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保

険代理業・商品券の販売・建築物その他関連設備の維持管理業務、建築設備等の設

計、施工業務・鉱泉権に関する事業・古物売買業・倉庫業・国内及び国際付加価値

通信網による情報並びにソフトウェア提供サービス業・造園工事業、森林管理業・

クリーニング業・旅行業法に基づく旅行業 等

(6)事業概要

＜代表構成員＞ 一般財団法人みやざき公園協会

花、みどりに関する啓発、推進、支援事業・花、みどりに関する植物の調査及び研

究事業・環境緑化事業・観光に関する振興及び支援事業・公園、その他施設等の管

理運営事業・公共緑地等の維持管理及び造園、土木等の工事事業・修景工事等の設

計及び施工管理事業・農業生産販売事業・都市計画及び地方計画並びに造園に関す

るコンサルタント事業・測量事業・売店、駐車場、レストラン等の経営、その他関

連する事業 等

＜構 成 員＞ フェニックスリゾート株式会社

宿泊施設・料飲施設・スポーツ施設・販売施設・文化施設の経営、会議場の経営及

び会議に掛かる企画運営業務、造園工事業・森林、園芸管理業務、クリーニング業

等

(7)資本金及び基本財産

＜代表構成員＞ 一般財団法人みやざき公園協会

５，０００千円

＜構 成 員＞ フェニックスリゾート株式会社

９，３３８万円

(8)従業員数

＜代表構成員＞ 一般財団法人みやざき公園協会

１２８人

＜構 成 員＞ フェニックスリゾート株式会社

７５２人

2.指定期間（予定）

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで（５年間）
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3.施設及び業務の概要

(1)施設概要

① 施設名

阿波岐原森林公園（国際海浜エントランスプラザ南エントランス）

② 所在地

宮崎市山崎町

③ 施設規模等

敷地面積 １３．８ヘクタール

ア 園 路

イ 広場等 英国式庭園、彫刻広場、せせらぎ水路広場等

ウ 運動施設 テニスコート※、多目的広場※

エ 修景施設 松 831 本、樹木 87 本、寄植 810 ㎡、熱帯花木 79本、池 3箇所

オ 便益施設 ガーデンハウス 1棟、駐車場 1箇所、便所 2棟

カ 休養施設 ベンチ等

キ 管理施設 管理棟 1棟

ク 親水施設 せせらぎ水路 1箇所

※は有料公園施設

(2)業務概要

① 公園施設の貸出に関する業務

② 公園施設の維持及び保全等に関する業務

③ 公園管理運営に関して市が必要と認める業務

(3)現在の管理方法

指定管理者 ＭＰａｒｋｓ＋ＰＨＯＥＮＩＸ

※一般財団法人みやざき公園協会及びフェニックスリゾート株式会社で構成するグループ

（平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで）

4.事業計画の概要

(1)施設の運営が市民の平等な利用を確保するものであること

①管理運営の基本方針

・目的、機能及び法的位置付けに基づいた業務の実施

・公平、公正で平等な利用の促進

・効率的な運営による管理運営費の節減

・市との緊密な連携により運営業務を円滑かつ確実に実施

・公園利用者の意見に耳を傾け反映
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②業務内容に対する理解及び対応

・市が示した「管理基準」を理解し、創意工夫を図って適切な管理運営を実施

③意見、要望、苦情への対応

・意見等に対して平等かつ公正を最優先とした判断ができる体制の整備

(2)施設の設置目的を最も効果的に達成するものであること

①利用者サービスの向上に関する提案

・心からの接客

②利用者増への取り組みに関する提案

・自然環境や景観を大切に維持することによるリピーター増加

・英国式庭園の景観を磨きブランド力を向上

・多様な利用者獲得のための効果的な情報発信

③施設の設置目的の理解と課題の認識

・松林の環境改善

④設置目的に沿って施設の効用を最大限に発揮できる提案

・効果的で効率的な管理計画の立案と実施

・プロフェッショナルによる芝生の維持管理

・雨天時における多目的広場使用自粛の協力呼びかけ等の実施

・英国式庭園における自主事業の実施

(3)施設の管理に係る経費の縮減を図るものであること

①指定期間に市が提案する指定管理料に対する提案額

・長寿命化を念頭においた施設管理の実施

(4)施設の管理を安定して行うための十分な能力を有しているものであること

①人員体制の確保

・公園の実務経験者を配置

所長１名（公園管理運営士）、管理スタッフ２名、受付スタッフ１名を配置

②職員の能力育成（研修体制）

・全職員を対象とした多岐にわたる研修の実施

③事業計画の実現可能性（継続性、安定性）

・「公園運営協議会」を中心とした地域住民との連携

④類似施設の運営実績

・宮崎県総合運動公園等、市内９公園（施設含む）における指定管理者の実績

⑤申請者の安定性、信頼性

・代表構成員である一般財団法人みやざき公園協会は、利益蓄積として資金を確保して

いる等、良好で健全な財務状況であり、安定性、信頼性において何ら問題はない
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(5)安全管理に配慮した体制が示されていること

①災害及び緊急時の対応、危機管理及び安全管理に対する対応

・利用者の安全安心確保を第一にリスクマネジメントを徹底

・事故発生時に迅速、的確な救急措置の実施

・事故後に再発防止策を実施しマニュアルに反映

(6)環境保護及び障がい者の雇用等の福祉政策に取り組んだ経営を行っていること

①環境に配慮した施設管理

・第三次宮崎市環境基本計画を理解し、本公園において積極的に推進

②障がい者の就労支援への対応

・みやざき公園協会における障がい者の実雇用率２．２％

※ 上記の事業計画は、あくまで指定管理者候補者から選定に当たり示された内容であり、

実際に行う事業の計画は、指定後に市と当該団体との間で協議の上、決定します。

5.収支計画の概要

■収入 （単位：千円）

■支出 （単位：千円）

※ 上記の収支計画は、あくまで指定管理者候補者から選定にあたり示された内容であり、

最終的な収支計画（指定管理料を含む。）は、指定後に市と当該団体との間で協議の上、

決定します。

項 目 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 ５ヵ年合計

指定管理料 30,354 30,544 30,820 31,102 31,389 154,209

その他の収入 80 80 80 80 80 400

収入合計 30,434 30,624 30,900 31,182 31,469 154,609

項 目 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 ５ヵ年合計

人 件 費 12,929 13,151 13,381 13,616 13,855 66,932

事 務 費 1,136 1,072 1,072 1,072 1,072 5,424

光熱水費 2,472 2,472 2,472 2,472 2,472 12,360

施設管理費 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 44,165

そ の 他 5,064 5,096 5,142 5,189 5,237 25,728

支出合計 30,434 30,624 30,900 31,182 31,469 154,609
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■参考

【平成２９年度指定管理料収支決算（ただし、北エントランス及び南エントランスの合計額】

［収入］計２９，８３９千円

・指定管理料２９，８３９千円

［支出］計３０，５１４千円

・人件費１３，８５０千円、維持管理費８，５０５千円ほか

※上記は、指定管理者からの事業報告に基づき、市の指定管理料積算項目に再配分したも

のです。

6.選定結果の概要

(1)公募の概況

①応募団体

ＭＰａｒｋｓ＋ＰＨＯＥＮＩＸ

＜代表構成員＞ 一般財団法人みやざき公園協会

＜構 成 員＞ フェニックスリゾート株式会社

②募集日程

募集要項の配布 平成３０年 ７月１９日

指定管理者募集に係る合同説明会 平成３０年 ７月２０日

募集内容に関する質問の受付【第１次】 平成３０年 ８月 ６日 ～ ８月１０日

募集内容に関する質問の回答【第１次】 平成３０年 ８月１７日まで随時

指定管理者応募意思表示書等の受付締切 平成３０年 ８月２４日

募集内容に関する質問の受付【第２次】 平成３０年 ８月２７日 ～ ８月３１日

募集内容に関する質問の回答【第２次】 平成３０年 ９月 ７日まで随時

指定管理者指定申請書等の受付締切 平成３０年 ９月２５日

ヒアリングの実施 平成３０年１０月１８日

(2)都市整備部公園緑地課所管施設指定管理者候補者選定委員会

（敬称略）

役 職 等

会 長 宮崎公立大学教授

委 員 宮崎市地域婦人会連絡協議会役員

〃 公認会計士

〃 都市整備部長

〃 都市整備部公園緑地課長

〃 都市整備部都市計画課長
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(3)選定の概況

ア 選定理由

都市整備部公園緑地課所管施設指定管理者候補者選定委員会において、申請者から

の応募書類及びヒアリングをもとに、「宮崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手

続等に関する条例」で定める次の基準により、総合的に審査を行った。

①事業計画書に基づく当該施設の運営が、市民の平等な利用を確保するものである

こと

②事業計画書の内容が当該施設の設置目的を最も効果的に達成するものであること

③事業計画書の内容が当該施設の管理に係る経費の縮減を図るものであること

④事業計画書に沿った管理を安定して行うための十分な能力を有しているものであ

ること

⑤安全管理に配慮した体制が示されていること

⑥環境保護及び障がい者の雇用等の福祉政策に取組んだ経営を行っていること

その結果、本公園の管理運営業務に関してサービスの向上に関する具体的な提案

を行っていること、英国式庭園等を活用した自主事業の実施により利用者数の増加

を図っていること、芝生の維持管理に専門的な知識を有していること、必要な知識

や経験を有する人員の配置により安定した管理運営が見込まれること、また、類似

施設の管理実績が豊富であることなどの理由から、MParks+PHOENIX が、当該選定基

準に最も適合していると認められたため、当該団体を指定管理者候補者に選定した。
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イ 審査結果一覧

選定の基準

満点

（配点×

委員数）

最低

基準点

候補者

MParks+PHOENIX

①事業計画書に基づく当該施設の運営が、市

民の平等な利用を確保するものであること。
180 132

②事業計画書の内容が、当該施設の設置目的

を最も効果的に達成するものであること。
270 218

③事業計画書の内容が、当該施設の管理に係

る経費の縮減を図るものであること。
180 122

④事業計画書に沿った管理を安定して行う

ための十分な能力を有しているものである

こと（重要基準）。

330
132

(満点×40％)
230

⑤安全管理に配慮した体制が示されている

こと。
180 134

⑥環境保護及び障がい者の雇用等の福祉政

策に取り組んだ経営を行っていること。
60 46

⑦合計得点 1200
720

(満点×60％)
882

選定委員会における多数決の結果 6

【参考】提案金額 154,209 千円


