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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（市民の森、北エントランス）の指定管理者候補者の選定について

阿波岐原森林公園（市民の森、北エントランス）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

一般財団法人みやざき公園協会

(2)代表者名

一般財団法人みやざき公園協会 理事長 吉田 晋弥

(3)主たる事務所の所在地

宮崎市鶴島二丁目１０番２５号

(4)設立年月日

昭和３７年１１月１７日

(5)設立目的

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

(6)事業概要

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

(7)資本金又は基本財産

５，０００千円
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(8)従業員数

１２８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）

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（市民の森）

阿波岐原森林公園（国際海浜エントランスプラザ北エントランス）

② 所在地

宮崎市阿波岐原町、山崎町

③ 施設規模等

阿波岐原森林公園（市民の森）

敷地面積 ２８．２ヘクタール

ア 園路（アスファルト舗装）

イ 広場等

草刈 梅、椿園（11,500 ㎡）、憩いの池周辺（5,300 ㎡）、西園西側（8,200 ㎡）、

記念樹の森（4,500 ㎡）、レストハウス周辺（1,900 ㎡）、西園県道周辺

（380 ㎡）、遊具広場（1,240 ㎡）、天照山（550 ㎡）

芝刈 西園芝生広場（13,000 ㎡）はなしょうぶ園周辺（8,500 ㎡）、東園芝生

広場（2,200 ㎡）、御池周辺（3,700 ㎡）等

ウ 修景施設

植栽 上木 4本、下木 872 本（ウメ、サザンカ、ツバキ等）、寄植（アジサイ）

857 ㎡、寄植（ツツジ）3,158 ㎡、花壇 253 ㎡、松 1809 本

エ 遊戯施設 コンビネーション遊具外

オ 便益施設 駐車場 4箇所、便所 6棟、売店 1箇所

カ 休養施設 ベンチ等

キ 管理施設 管理棟 1棟

ク 親水施設 憩いの池（陸上ポンプ２台）

阿波岐原森林公園（国際海浜エントランスプラザ 北エントランス）

敷地面積 ７．８ヘクタール

ア 園路

イ 広場等 草花広場（1,020 ㎡）、お花見広場（3,200 ㎡）、噴水広場等

ウ 修景施設 松 916 本、寄植(ツツジ）30㎡

エ 便益施設 駐車場 1箇所、便所 1棟
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オ 休養施設 ベンチ等

カ 親水施設 噴水 1箇所

(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 一般財団法人みやざき公園協会

（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

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

・豊かな森、植物の魅力を活用した企画の実施

・宮崎市３６５日誕生花への参加による花壇の作成

③施設の設置目的の理解と課題の認識

・開園当初から残る貴重な森の活用

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

・関係団体と連携した「花しょうぶまつり」の開催

・売店のリニューアル
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(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４名、受付スタッフ１名

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

・地域一体となった取り組みの実施

・市民の森ボランティアの継続

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

・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

(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）

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 48,635 48,208 48,722 49,175 49,676 244,416

その他の収入 40 40 40 40 40 200

収入合計 48,675 48,248 48,762 49,215 49,716 244,616
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■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。

■参考

【平成２９年度指定管理料収支決算（ただし、市民の森のみの額）】

［収入］計３１，１６２千円

・指定管理料３１，１６２千円

［支出］計３２，０１９千円

・人件費１４，１１６千円、維持管理費７，３０８千円ほか

※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

一般財団法人みやざき公園協会

株式会社馬原造園建設

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

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 19,597 19,984 20,382 20,789 21,207 101,959

事 務 費 1,342 1,312 1,342 1,312 1,312 6,620

光熱水費 4,354 4,354 4,354 4,354 4,354 21,770

施設管理費 15,273 14,561 14,561 14,561 14,561 73,517

そ の 他 8,109 8,037 8,123 8,199 8,282 40,750

支出合計 48,675 48,248 48,762 49,215 49,716 244,616
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(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）

(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施設の運営方針が適切で運営姿勢に工

夫がみられること、花しょうぶ園、梅園、椿園の充実等の自然環境を活かした自主

事業イベントの実施により利用者数の増加を図っていること、ボランティア等との

連携について具体的に示されていること、また、類似施設の管理実績が豊富である

こと、さらに、緊急時の対応を迅速に行うことで安全な環境を提供する提案がされ

ていること等の理由から、一般財団法人みやざき公園協会が、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。

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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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

一般財団法人

みやざき公園協会

団体Ａ

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。
180 137 127

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。
270 216 196

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。
180 120 115

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％)
245 222

⑤安全管理に配慮した体制が示されている

こと。
180 136 122

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 44 43

⑦合計得点 1200
720

(満点×60％)
898 825

選定委員会における多数決の結果 ６ ０

【参考】提案金額 244,416 千円 231,500 千円


