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平成３０年１１月１９日

観光商工部スポーツランド推進課

宮崎市久峰総合公園及び宮崎市佐土原武道館の指定管理者候補者の選定について

宮崎市久峰総合公園及び宮崎市佐土原武道館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)団体等の名称

一般財団法人みやざき公園協会

(2)代表者名

理事長 吉田 晋弥

(3)主たる事務所の所在地

宮崎市鶴島２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を目的とする。

(6)事業概要

・花・みどりに関する啓発、推進及び支援事業

・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

・前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

・その他この法人の目的達成に必要な事業
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(7)資本金又は基本財産

５，０００，０００円

(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

(2)業務概要

① 施設の貸出に関する業務。

② 施設の維持及び保全に関する業務。

③ 施設の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)市民の平等な使用について

①管理運営に関する基本方針

・過去１０年における当該施設の指定管理者としての経験に基づく管理運営

・公園施設等の管理運営で得られた知識や技術を生かした、さらなるサービス向上

②要望、意見、苦情への対応

・苦情対応マニュアルに従った迅速かつ確実な対応

施設名 所在地 施設規模等

宮崎市久峰総合公園
宮崎市佐土原町下那珂 13754

番地

敷地面積 ２４ｈａ

施設概要 野球場、テニスコー

ト、陸上競技場、パターゴルフ

場、四半的弓道場、弓道場、多

目的広場、ピクニック広場、冒

険広場、草スキー場、ゲートボ

ール場、展望台

宮崎市佐土原武道館
宮崎市佐土原町下那珂 12900

番地 2

敷地面積 3895.63 ㎡

延床面積 563 ㎡

施設概要 柔剣道場、研修室、

指導官室
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・「ＩＳＯ９００１」に基づいたＰＤＣＡサイクルの徹底

・寄せられた苦情は協会内で共有し、予防策の強化に努める

・利用者に対して、マナーの向上に関する啓発に努める

(2)施設の設置目的を最も効果的に達成することについて

①使用者サービスの向上に関する提案

・プロの講師による接遇マナー研修の実施

・公園内の毎日の巡回

・巡回時に、各種点検や状況確認等を行い、使用者とコミュニケーションを図りなが

ら、安心、安全および快適性の確保に努める

②使用者増への取り組みに関する提案

・利用の伸び悩む施設を活用した初心者向け教室の企画や積極的なＰＲ

・梅雨時期の利用者増加を図るための「あじさいロード」の設置

・各種媒体を活用した効果的な情報の発信（特に、福祉関連施設、教育施設や協会会

員等への広報冊子の配布）

(3)施設の管理に係る経費の縮減について

①管理業務の効率化と経費の縮減に関する考え方・提案

・これまでの指定管理業務での経験を生かした管理運営計画や各種プログラムの活用

による効果的な利用者サービスの向上

・管理事務所と協会本部との連携体制による事務作業の効率化

・長寿命化を念頭に置いた施設管理

・同様の施設を管理する、協会のスケールメリットの活用

・あらゆる場面における経費縮減の取り組み

②業者の第三者委託の範囲、理由、委託先に対する考え方

・範囲妥当

（遊具点検、消防設備点検、自家用電気工作物点検、親水施設設備点検など）

・専門性の高い業者を外部委託

(4)施設管理を安定して行うことについて

①人的体制の確保

・所長１名、管理スタッフ５名、受付スタッフ３名、計９名

・指揮命令系統を明確にし、職員全員が責任体制及び事業の流れを理解できる組織づ

くり

・協会本部との連携

・土日祝は交代勤務、休みの取りやすい勤務体制

・使用者の要望や管理運営に支障がないよう柔軟な対応

②職員の能力育成

・全職員を対象とした、多岐にわたる技術研修の実施

・基礎的技術の研修

・技術向上のための人材育成
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・ＯＪＴによる技術習得

③事業計画の実現可能性（継続性、安定性）

・「久峰公園さくらまつり」実行委員会の事務局担当

・「佐土原町域施設運営協議会」の開催

・地元の地域団体の活動に協力

・公園ボランティアの設立

④申請者の安定性、信頼性

・公認会計士による法人の財務状況分析結果による財務の健全性は、５段階評価で一

番上の“高い”となっている。

(5)環境保護及び障がい者の雇用等の福祉施策への取組状況について

①環境に配慮した施設管理

・第三次宮崎市環境基本計画に基づく施設管理

・「エコアクション２１」の継続

・エコ推進マニュアルに基づく省エネ等の各種取組み

②障がい者の就労支援への対応

・障がい者雇用率 ２．２％（法定雇用率 １．８％）

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。

【参考】平成２９年度管理運営費収支決算

［収入］計４３，９８７千円

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 49,099 49,592 50,174 50,845 51,402 251,112

その他 680 680 680 680 680 3,400

収入合計 49,779 50,272 50,854 51,525 52,082 254,512

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 23,005 23,485 23,976 24,481 24,999 119,946

事務費 1,027 958 958 1,012 958 4,913

光熱水費 7,679 7,679 7,679 7,679 7,679 38,395

施設管理費 9,835 9,835 9,829 9,829 9,829 49,157

一般管理費 4,546 4,591 4,645 4,707 4,759 23,248

消費税 3,687 3,724 3,767 3,817 3,858 18,853

支出合計 49,779 50,272 50,854 51,525 52,082 254,512
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・指定管理料４３，２７７千円・その他収入７１０千円

［支出］計４７，８９０千円

・人件費２２，５３６千円 委託料５，５０６千円

維持管理費（光熱水費、修繕費等）１０，９７９千円ほか

※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応募団体数

１団体

・一般財団法人みやざき公園協会

②募集日程

要項及び申請書類様式の配布 平成３０年 ７月１９日

募集に係る説明会 平成３０年 ７月２０日

第１回質問の受付 平成３０年 ８月 ６日～８月１０日

第１回質問の回答 平成３０年 ８月１７日

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

第２回質問の受付 平成３０年 ８月２７日～８月３１日

第２回質問の回答 平成３０年 ９月 ７日

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１７日

(2)宮崎市社会体育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

宮崎市社会体育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。

役 職 等

会 長 観光商工部長

委 員 宮崎公立大学 准教授

〃
宮崎市スポーツ推進審議会委員

宮崎市地区体育会連合会 所属

〃
宮崎市スポーツ推進審議会委員

女性スポーツ指導者

〃 佐土原総合支所長

〃 教育委員会生涯学習課長
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① 事業計画書に基づく当該施設の運営が、市民の平等な使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収益性の確保及び当該施設の管理に係る経費の縮

減を向上させるものであること

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 安全管理に対する対応

⑥ 労働福祉の状況

⑦ 環境保護及び障がい者の雇用等の福祉政策への取組状況

一般財団法人みやざき公園協会は現在の指定管理者である。事業計画において、①公

平性を重視し、市民の平等な利用確保のための配慮や対応策についての提案がなされ

ていたこと、②使用者の増加を図るための取り組みに関する具体的な提案がなされてい

たこと、③現指定管理者としての実績を持ち課題を把握した上での具体的な提案がなさ

れていたこと、から更なる充実した管理を行うことが期待できると高い評価を得た。

これらの理由から、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

(一財)みやざき公園協会

①事業計画書に基づく当

該施設の運営が、市民の平

等な使用を確保するもの

であること

180 141

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

360 260

③事業計画書の内容が当

該施設の収益性の確保及

び当該施設の管理に係る

経費の縮減を向上させる

ものであること

210 145

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）

450
180

（満点×40％）
356

⑤安全管理に対する対応 60 46

⑥労働福祉の状況 30 20

⑦環境保護及び障がい者

の雇用等の福祉政策への

取組状況

60 46

合 計 1,350
810

（満点×60％）
1,014

【参考】提案金額（単位：千円） 251,112


