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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

宮崎市総合体育館及び宮崎中央公園テニスコートの指定管理者候補者の選定について

宮崎市総合体育館及び宮崎中央公園テニスコート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

公益財団法人宮崎市体育協会

(2)代表者名

会長 野﨑 伸一

(3)主たる事務所の所在地

宮崎市宮崎駅東 1丁目 2番 7号（宮崎市総合体育館内）

(4)設立年月日

昭和 23 年 8月 18 日

(5)設立目的

宮崎市における体育・スポーツの健全な普及発展を図り、もって市民の健康の増進及び

体力の向上に寄与することを目的とする。

(6)事業概要

・生涯スポーツの振興及び普及啓発に関する事業

・各種スポーツ・加盟競技団体及び選手指導者の育成指導並びに連絡調整に関する事業

・各種スポーツ事業の実施又は援助及び選手派遣に関する事業

・スポーツ少年団をはじめ青少年スポーツの育成に関する事業

・公立スポーツ施設の管理運営に関する事業

・その他公益目的を達成するために必要な事業

(7)資本金又は基本財産

10,000,000 円

(8)従業員数 18 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
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(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 公益財団法人宮崎市体育協会

（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

・接遇マニュアルによる堅守の徹底

・PDCA サイクルによる継続的な改善

・関係団体との連携

②要望、意見、苦情への対応

・利用者アンケートの年 2回実施

・利用団体地域団体代表との意見交換会を年 1回実施

・対策会議にて意見要望を検討し速やかに改善へ反映

・アンケート結果をホームページ等で公表

(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

・スポーツドクターによる運動・健康相談

・競技団体、スポーツ指導者の紹介

・休息エリアの提供、物品の販売

・健康管理情報の提供

・大会・会議のレンタルサポート

・開場日の増加、利用時間、スペースの細分化

②使用者増への取り組みに関する提案

・民間スポーツクラブ等との連携によるスポーツ環境の提供

・継続的なスポーツ環境の提供

・施設のＰＲ活動

・施設の空き情報の提供、

施設名 所在地 施設規模等

宮崎市総合体育館 宮崎市宮崎駅東 1丁目 2番 7号
敷地面積 7,700 ㎡

延べ床面積 8,303.81 ㎡

宮崎中央公園

テニスコート
宮崎市宮崎駅東 1丁目 2番 1号 敷地面積 2,197 ㎡
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(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

ⅰ適切な予防保全

・日常、定期点検の徹底

・点検の実施状況や不具合箇所の把握

・利用者の安全に配慮し、優先順位を判断し計画的に修繕を実施

ⅱ管理業務の効率化

・維持管理業務は、複数年契約方式や指定見積等による経費縮減

・上級体育施設管理資格者による的確な点検

・電力小売業者の活用及びデマンド時計で使用電力を適正管理

・施設照明のこまめな消灯や LED 照明導入によるエネルギー消費量の低減

②業者の第三者委託の範囲、理由、委託先に対する考え方

・施設建築物点検マニュアルに沿った点検の徹底

・専門的知識と技術を有する専門業者に委託

・委託先は地方自治法や宮崎市の規則に準じ入札

・信頼関係が構築された市内専門業者を優先的に選定

・事前打ち合わせや中間報告、完了届の提出を義務付け、業務管理体制を徹底

(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

・統括責任者（所長） 1名（副責任者、総務マネージャー兼務）

・運営マネージャー 1名

・運営スタッフ ７名

・部門責任者は常勤、運営スタッフは非常勤で 4週間単位の変形労働時間制

②職員の能力育成

・年間研修計画に基づく、計画的な研修を実施

・マインドアップ研修

・スキルアップ研修

・スポーツ関連研修

・管理職研修

・安全管理研修・講習会

③事業計画の実現可能性（継続性、安定性）

・地域や関係機関との意見交換会や協力会議の実施

・地域協議会へのアプローチ

・地域の災害・防災訓練の共同化

・競技団体との連携

・スポーツボランティアの育成と活用

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
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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

・H25.3 にみやざきエコアクション認定事業所資格取得、H28.3 より継続認定

②障がい者の就労支援への対応

・支援学校と連携した「職場体験」の受入れ

・生涯のある方への対応等、福祉に対する理解促進に努力

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 49,955 千円 ・指定管理料 49,955 千円

［支出］計 47,979 千円 ・人件費 17,705 千円 ・光熱水費 18,383 千円

・維持管理費（委託費、賃借料）7,495 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

・公益財団法人宮崎市体育協会

②募集日程

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 63,185 63,185 63,185 63,185 63,185 315,925

その他 799 1,109 799 1,109 839 4,655

収入合計 63,984 64,294 63,984 64,294 64,024 320,580

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 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 90,020

事務費 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 5,170

光熱水費 18,384 18,384 18,384 18,384 18,384 91,920

施設管理経費 26,562 26,872 26,562 26,872 26,602 133,470

支出合計 63,984 64,294 63,984 64,294 64,024 320,580
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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。

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

公益財団法人宮崎市体育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使用者サービスの向上や施設の使用促進のための具体的な提案がな

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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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、公益財団法人宮崎市体育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

(公財)宮崎市体育協会

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

180 138

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

360 279

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

210 142

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％）
342

⑤安全管理に対する対応 60 42

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 42

合 計 1,350
810

（満点×60％）
1,005

【参考】提案金額（単位：千円） 315,925


