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令和元年１１月１８日

観光商工部スポーツランド推進課

宮崎市青島パークゴルフ場の指定管理者候補者の選定について

青島パークゴルフ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)団体等の名称 宮崎交通株式会社

(2)代表者名 代表取締役社長 川端 史敏

(3)主たる事務所の所在地 宮崎市橘通西三丁目１０番３２号

(4)設立年月日 大正１５年４月２２日

(5)事業概要

・自動車運送事業

・航空運送事業並びに航空運送代理店業

・航空機の運航整備受託事業

・遊園地、ホテル、食堂、駐車場、娯楽施設等旅客誘致施設の運営

・広告宣伝業並びに旅行業法に基づく旅行業及び航空運送取扱業

・土地、建物の造成並びに賃貸借及び売買に関する業務

・食料品、衣料品、日用雑貨品及び其の他一般商品の販売

・自動車並びに各種車輌の販売・修理及び賃貸業

・放送法による超短波放送業務

・農園並びに苗圃の経営

・動植物の育成販売並びに食品の加工販売

・生命保険の募集並びに各種損害保険代理業に関する業務

・スポーツ、音楽、演劇等の各種興行に関する入場券等の受託販売

・労働者派遣事業

・温熱、冷熱の供給、販売に関する業務

・ビルの冷房、暖房、換気、温湿度調整防塵装置の設計請負及び保安、補修に関する

業務

・ビルの全般的管理に関する業務

・前各号の目的に関連する業務

・前項の外当会社の経営上必要に応じ他の事業に投資又は他の会社の発起

(6)資本金又は基本財産 １００，０００，０００円

(7)従業員数 ８６５人（平成３１年３月現在）
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2 指定期間（予定）

令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで（３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 宮崎交通株式会社 （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)市民の平等な利用を確保することについて

①基本方針

・最高のコースコンディションを実現し、宮崎県内ＮＯ．１、国内有数の人気コース

にする。

・効率的かつ効果的な管理運営により、快適な利用環境を提供する。

②市民の平等な使用の確保

・「施設利用の公平性」、「サービスの公平性」、「参加の公平性」、「施設環境の公平性」

を遵守するとともに、指定管理業務仕様書・関係法令を基に管理運営する。

③要望、意見、苦情への対応

・幅広い意見を集約分析し、「顧客満足度ＵＰ」「クレームゼロ」を目指す。

・利用者から寄せられる要望や苦情を真摯に受け止め、迅速かつ丁寧に対応する。

・トラブル発生時から解決までのプロセス及び対策を全職員が共有し、「未然防止」「再

発防止」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安全を優先させる管理運営・まごころのある接遇

・独自の「危機管理マニュアル」等を生かした施設管理運営を行う。

・笑顔を絶やさない挨拶、おもてなしの心、声のかけやすい環境づくりで質の高い

施設名 所在地 施設規模等

宮崎市青島

パークゴルフ場

宮崎市

大字加江田

７４７０番地３

敷地面積

２８，０７７㎡

施設概要

４コース３６ホール パー１３２

ミニコース３ホール パー９

（公益社団法人 日本パークゴルフ協会公認）
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サービスを提供する。

②初心者のサポート

・初心者でも気軽に使用できるようアドバイザーまたは指導者がルールやマナーに

ついて説明し、気軽にプレーができる環境づくりに努める。

③身障者をサポート

・身障者を対象とした割引料金を設定。

④使用者増への取り組みに関する提案

・県内外に〝あおパゴ〟魅力を発信できるよう誘客に努める。

・年間を通じて芝生を常緑に維持し、快適で魅力あるコース管理を行う。

・「初心者教室」や「市民体育大会」の開催やパークゴルフ協会主催の大会誘致に努め

る。

・近隣地域センター主催の市民向け講座の誘致に努める。

・独自のマーケティングを生かし、県内外の観光客を取り込む。

(3)施設の管理に係る経費の縮減について

・条例限度額範囲内で、誰もが気軽に利用できる料金を設定する。

・民間ならではの経験とノウハウを活用し、専門性の高い業務も効率的に行いコスト

を削減する。

(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

・安定した管理運営ができるよう現職員の継続雇用する。（地元雇用を最優先）

・責任者１名、担当者３名

（別に統括責任者１名がこどものくに、パークゴルフ場全体を管理。）

②職員の能力育成

・パークゴルフの指導研修等を受け、パークゴルフの普及・指導にあたる職員を

配置する。

③事業計画の実現可能性（継続性、安定性）

・運営協議会（利用団体、周辺事業者等）の開催（年１回）。

・近隣観光施設と連携し、共同イベント等を開催。

・意見箱の設置、利用者アンケートを実施し、利用者の要望・意見を回収。

④申請者の安定性、信頼性

・資金管理を行う上で重要な３つの管理「現金資金管理」、「運転資金管理」、「設備資

金管理」を行いながら円滑な資金の循環過程確保に努める。

(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

・環境に配慮した施設管理に取り組み、省エネルギー・省力化を図る。

・電気、ガス等のエネルギー使用量の削減。

・冷暖房の設定温度調節（夏場 28℃、冬場 20℃） など
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②障がい者の就労支援への対応

・法人全体の障がい者雇用率 ２．１７％

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３０年度管理運営費収支決算】

［収入］計２３，３２４千円

・指定管理料 ７，７００千円 ・利用料金等 １５，６２４千円

［支出］計２５，３４８千円

・人件費 ９，４１８千円 ・事務費 ２，０１１千円

・光熱水費 １，６０８千円 ・施設管理費 １２，３１１千円

項 目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 ３ヵ年合計

指定管理料 8,162 8,162 8,162 24,486

利用料金 17,485 18,338 18,996 54,819

収入合計 25,647 26,500 27,158 79,305

項 目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 ３ヵ年合計

人 件 費 8,052 8,455 8,878 25,385

事務費 2,961 3,233 3,342 9,536

光熱水費 1,370 1,370 1,370 4,110

施設管理費 13,264 13,442 13,568 40,274

支出合計 25,647 26,500 27,158 79,305
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6 選定結果の概要

(1)募集形式 非公募

①応募団体 宮崎交通株式会社

②募集日程

要項及び申請書類様式の配布 令和元年 ８月２３日～８月２８日

第１回質問の受付 令和元年 ８月２３日～９月１２日

第１回質問の回答 令和元年 ９月１２日まで随時

指定管理者応募意思表示書等の受付締切 令和元年 ９月１２日

第２回質問の受付 令和元年 ９月１３日～９月１８日

第２回質問の回答 令和元年 ９月２０日まで随時

指定管理者指定申請書等の受付締切 令和元年 ９月２４日

ヒアリングの実施 令和元年１０月２５日

(2)宮崎市指定管理者候補者選定委員会（青島パークゴルフ場）

（敬称略）

(3)選定の概況

ア 選定理由（非公募理由）

青島パークゴルフ場は、隣接するこどものくにと一体的で管理運営が行える複合

的な形態を成している。そのため、指定管理者の募集方式については、「宮崎市の公

の施設における指定管理者制度に関する基本方針」の〝非公募の要件〟『複合施設

等において、隣接施設の管理者等を選定し、一体的に運営することが適切な施設の

管理運営に資すると認められる場合』に該当することから、〝非公募〟とすること

を指定管理者候補者選定委員会で提案し、承認された。

また、宮崎市指定管理者候補者選定委員会（青島パークゴルフ場）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

役 職 等 氏 名

委員長 宮崎市地区体育会連合会 会長 川野 芳雄

委 員 宮崎公立大学 准教授 倉 真一

〃 木花地区自治会連合会 会長 長倉 春義

〃 青島再勢プロジェクト会長 長友 安隆

〃 宮崎市スポーツ推進審議会委員 濵砂 道世

〃 宮崎市観光商工部長 永井 裕子

〃 宮崎市観光戦略課長 図師 伸一
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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

宮崎交通株式会社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提案がなされていたこと

３）民間ならではの経験とノウハウを活用するなど、効率的な管理運営業務に関する提案

がなされていたこと

４）安定した施設管理を行うための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、宮崎交通株式会社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

宮崎交通株式会社

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

210 185

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

490 392

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

245 178

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）

525
315

（満点×60％）
394

⑤安全管理に対する対応 70 58

⑥労働福祉の状況 35 30

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

70 55

合 計 1,645
987

（満点×60％）
1,292

【参考】提案金額（単位：千円） 24,486


