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令和元年１１月１８日

観光商工部観光戦略課

青島参道南広場の指定管理者候補者の選定について

青島参道南広場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、令和元年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

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を目的とする。

(6)事業概要

１ 花・みどりに関する啓発、推進及び支援事業

２ 花・みどりに関する植物の調査及び研究事業

３ 環境緑化事業

４ 観光に関する振興及び支援事業

５ 公園、その他施設等の管理運営事業

６ 公共緑地等の維持管理及び造園、土木等の工事事業

７ 修景工事等の設計及び施工管理事業

８ 農業生産販売事業

９ 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

１０ 測量事業
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１１ 売店、駐車場、レストラン等の経営

１２ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

１３ その他この法人の目的達成に必要な事業

(7)資本金又は基本財産

５，０００千円

(8)従業員数

１３１人

2.指定期間（予定）

令和２年４月１日から令和７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

青島参道南広場

② 所在地

宮崎市青島２丁目２０７番地

③ 施設規模等

敷地面積 ９，６１９平方メートル

施 設 イ 芝生広場 ５，５３０㎡

（別途、敷地内に張芝エリアとして計１７３１．２㎡あり）

ロ イベントステージ １２６㎡（１４ｍ×９ｍ）

ハ 駐車場 １，２１２㎡

（普通車４７台分、２台分は障がい者の車両優先）

二 園路 ６７９㎡

ホ 植栽帯 ３４４㎡

ヘ 植栽（樹木 １５９本・寄植 １１９．２㎡）

ト トイレ(男女別並びにオストメイト対応の多目的トイレ)

チ 外灯（西側１基、東側１基、北側１基（ソーラー））

リ 水飲み場(場内トイレ付近に 1基)

ヌ その他(ベンチ、植栽等維持管理用取水栓など)

(2)業務概要

① 施設の運営に関すること。

② 施設の管理に関すること。

③ その他の業務。



3

(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 29 年 4月 1 日から令和 2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

施設運営にあたっての基本方針

・目的、機能及び法的位置付けに基づいて業務にあたる

・ユニバーサルサービスの提供に努め、公平、公正で平等な利用を促進する

・効率的な管理運営を行い、管理運営費の節減に努める

・市と緊密な連携を取り、運営業務を円滑かつ確実に行う

・広場利用者の意見・要望・苦情に耳を傾け、共有、反映できるよう努める

・市の示す「管理の基準」に則り、適切な管理運営を行う

(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

・ツマベニチョウが見られる広場づくりに努める

・南国情緒あふれるイペーの花が見られる休憩スポットをつくる

・非日常的な空間のなかで体験する焚火×ヨガ教室を行う

・昼間の天体観測会を行う

・ガーデニングの無料相談会、植物販売会を行う

・地域のイベントには、積極的に協力し利用促進を図る

青島まるごとフラワーフェスタ、青島〝海幸山幸"冬祭り

・利用者サービスの向上に関する取り組み

(3)施設の管理に係る経費の縮減を図ることものであること

・「利用者サービスの向上」を損なうことなく、最大限の縮減を図る

・協会本部との連携体制によって、効率化を図る

・長寿命化を念頭に置いた施設管理を行う

・県内 13 の施設（公園や体育館）を管理する協会のスケールメリットを活用する

・ヤシの剪定枝はチップ化して再利用、刈草は地域への農家へ提供する

(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

■人的体制の確保

・公園管理の実務経験者を配置する

・協会本部との連携体制とする

・適正な労働環境を整えた勤務体制とする

■職員の能力育成
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・全職員を対象に、OJT も含めた施設管理に必要な教育を幅広く実施する

・ISO9001 の企画に則り、協会内全体で情報を共有し、技術研鑽に努める

(5)安全管理に対する対応

・職員は、普通救命講習を受講し、防災訓練を行う

・自然災害発生時は、協会作成の「災害対応マニュアル」に従い、緊急時連絡体制を

とる

・巡視は毎日行い、毎朝の朝礼、終礼にて情報共有する

・設備事故について、点検により異常を発見した際はすみやかに安全対策を講ずる

(6)労働福祉の状況

・労働基準法の遵守

・ワークライフバランスの推奨

(7)環境及び障がい者雇用等の福祉政策への取組状況

・植栽維持管理で発生する剪定枝はチップ化して再利用

・エコ推進マニュアル（協会作成）に基づく取り組み

・協会における障がい者の実雇用率は 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）

項 目 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 5 ヵ年合計

指定管理料 ５，０６１ ５，０５２ ５，１０２ ５，１５４ ５，２０５ ２５，５７４

収入合計 ５，０６１ ５，０５２ ５，１０２ ５，１５４ ５，２０５ ２５，５７４

項 目 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 5 ヵ年合計

人 件 費 ２，２７８ ２，３３１ ２，３７２ ２，４１４ ２，４５６ １１，８５１

材 料 費 ４７４ ４１４ ４１４ ４１４ ４１４ ２，１３０

経 費 ９０５ ９０５ ９０５ ９０５ ９０５ ４，５２５

外 注 費 ４８４ ４８４ ４８４ ４８４ ４８４ ２，４２０

そ の 他 ９２０ ９１８ ９２７ ９３７ ９４６ ４，６４８

支出合計 ５，０６１ ５，０５２ ５，１０２ ５，１５４ ５，２０５ ２５，５７４
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・指定管理料の縮減（H29～H31 年度の 1年あたりの参考金額 5,780 千円

R2～R6 年度までの 1年当たりの参考金額 5,115 千円（約 11.5％）縮減）

・指定管理料の縮減②（上限額 25,575 千円に対し、提案額 25,574 千円 ▲1千円）

※ 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当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３０年度管理運営費収支決算】

［収入］計５，７８０千円

・指定管理料５，７８０千円

［支出］計５，３７５千円

・人件費２，６９６千円・材料費３７９千円・経費（水光熱費等）８２４千円

・外注費５３８千円・その他９３８千円

※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。

【平成３０年度事業実績（主なもの）】※は指定管理者の自主事業

6.選定結果の概要

(1)公募の概況

①応募団体

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 令和元年 7月 18 日～令和元年 8月 23 日

質疑の受付（第 1次） 令和元年 8月 5日～令和元年 8月 9日

質疑の回答（第 1次） 令和元年 8月 16 日まで（随時）

提出書類 Aの受付締切 令和元年 8月 23 日

質疑の受付（第 2次） 令和元年 8月 26 日～令和元年 8月 30 日

質疑の回答（第 2次） 令和元年 9月 6まで（随時）

月 事業名

平成３０年５月 UMK 春のスケッチカーニバル※

随時 広場使用受付

通年 駐車場管理

通年 広場植栽・清掃業務
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提出書類 Bの受付締切 令和元年 9月 24 日

選定委員会の実施 令和元年 10 月 10 日

(2)宮崎市指定管理者候補者選定委員会（青島参道南広場、宮崎市青島ビーチセンター）

（敬称略）

(3)選定の概況

ア 選定理由

宮崎市指定管理者候補者選定委員会（青島参道南広場、宮崎市青島ビーチセンタ

ー）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

その結果下記の事項が評価され、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。

・管理運営において既存利用者との調整を図るなど地域住民が身近に感じ利用

できるような管理運営が期待できること

・隣接する県立青島亜熱帯植物園と一体的な管理運営することで、利用者

サービスの向上が期待できること

・魅力的なイベント開催による広場の賑わい創出が期待できること

役 職 等 氏 名

委員長 宮崎市観光商工部観光戦略課長 図師 伸一

委 員 宮崎市青島地域センター長 合原 敏幸

〃 青島地域自治区地域協議会長 小八重 一美

〃 青島再勢プロジェクト会長 長友 安隆

〃 青島観光六社会代表幹事 中内 隆俊
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イ 審査結果一覧

選 定 基 準 得 点

市民の平等な利用を確保できる計画となっているか。 142/150

施設の設置目的を最も効果的に達成する計画となっているか。

（重要基準）※6割以上（270 点以上）必須
398/450

施設の管理に係る経費の縮減を図る計画となっているか。 96/100

管理を安定して行うための十分な能力を有しているか。 171/175

安全管理に対する対応 44/50

労働福祉の状況 24/25

環境保護及び障がい者雇用等の福祉政策への取組状況 49/50

合 計

※6割以上（600 点以上）必須
924/1,000

（参考）提案金額 25,574 千円（5ヶ年）


