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令和２年１１月９日

子ども未来部親子保健課

宮崎市総合発達支援センターの指定管理者候補者の選定について

宮崎市総合発達支援センター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２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

社会福祉法人 宮崎市社会福祉事業団

(2)代表者名

理事長 長野 文明

(3)主たる事務所の所在地

宮崎市宮崎駅東一丁目６番２

(4)設立年月日

平成１４年４月１日

(5)事業概要

宮崎市総合発達支援センター、児童厚生施設、老人福祉センター、老人いこいの家等

の管理運営。その他、宮崎市障がい者基幹相談支援・虐待防止センター事業、医療的

ケア児等支援事業、放課後児童健全育成事業等を受託運営

(6)資本金又は基本財産

３，０００，０００円

(7)従業員数

１８４人

２ 指定期間（予定）

令和３年４月１日から令和８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

宮崎市総合発達支援センター

② 所在地

宮崎市新別府町久保田６５７番地４

③ 施設規模等

敷地面積 ４，０２９．５３平方メートル

延べ床面積 ３，２１２．７７平方メートル
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(2)業務概要

① 障がいの診断、治療、検査及び判定に関すること。

② 障がいに関する相談及び指導に関すること。

③ 地域への巡回相談及び指導に関すること。

④ 療育訓練に関すること。

⑤ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第 5条第 7項に規定する生活介護に関すること。

⑥ 児童福祉法（昭和 22年法律第 164 号）第 43 条に規定する児童発達支援センターが行

う事業として、次に掲げるもの。

ア 同法第 6条の 2の 2第 2項に規定する児童発達支援に関すること。

イ 同条第 5項に規定する保育所等訪問支援に関すること。

ウ 同条第 6項に規定する障害児相談支援に関すること。

⑦ 宮崎市総合発達支援センターの施設、付属設備及び備品の維持管理に関する業務

⑧ 宮崎市総合発達支援センターの設置目的を達成するために必要な業務

⑨ 前①から⑧までに掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(3)現在の管理方法

指定管理者 社会福祉法人 宮崎市社会福祉事業団

（平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで）

４ 事業計画の概要

別紙「事業提案概要書」のとおり。

※ 別紙「事業提案概要書」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 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 ５ヵ年合計

指定管理料 454,245 458,279 464,032 469,528 474,816 2,320,900

そ の 他 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 30,310

収入合計 460,307 464,341 470,094 475,590 480,878 2,351,210
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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

【令和元年度管理運営費収支決算】

［収入］計４１４，０２５千円

・指定管理料４０３，５３４千円・その他収入１０，４９１千円

［支出］計４１４，０２５千円

・人件費３５０，７６４千円・事業費２４，７８４千円・事務費２９，３０２千円

・その他５，６７４千円・積立資産３，５０１千円

６ 選定結果の概要

(1)選定方式

非公募

(2)申請日程

要項及び申請書類様式の配布 令和２年８月７日から

質疑の受付【第１次】 令和２年８月１１日～１７日

質疑の回答【第１次】 令和２年８月２１日まで随時

提出書類Ａの受付（＝１次締切） 令和２年８月３１日

質疑の受付【第２次】 令和２年９月１日～７日

質疑の回答【第２次】 令和２年９月１１日まで随時

提出書類Ｂの受付（＝最終締切） 令和２年９月２５日

書類審査等 令和２年９月２８日～１０月１４日

ヒアリングの実施 令和２年１０月１５日

項 目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 ５ヵ年合計

人 件 費 394,271 397,293 403,245 407,650 413,077 2,015,536

事 業 費 24,962 24,872 24,780 24,690 24,597 123,901

事 務 費 34,512 35,567 35,474 36,541 36,445 178,539

そ の 他 3,179 3,179 3,179 3,179 3,179 15,895

積立資産 3,383 3,430 3,416 3,530 3,580 17,339

支出合計 460,307 464,341 470,094 475,590 480,878 2,351,210
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(3)宮崎市指定管理者候補者選定委員会（子ども未来部）

（敬称略）

(4)選定の概況

ア 選定理由（非公募理由）

第１回宮崎市指定管理者候補者選定委員会（子ども未来部）において、外部委員

（上記(3)表の上から３人）により、これまでの経緯や専門性などを踏まえた事務

局案（下記のとおり）を審議しました。その結果、『「宮崎市公の施設における指定

管理者制度に関する基本方針」５－（２）－②』に認められるものとして、宮崎市

総合発達支援センターの選定方法を「非公募」とすることを決定しました。

① 経緯

宮崎市総合発達支援センターは、平成１５年度に開設し、複合的な機能を持

つことから、医療や福祉サービス現場での迅速で柔軟な対応と多数の専門職

による運営体制が必要なため、宮崎市が宮崎市総合発達支援センターの運営の

ために設立した「社会福祉法人 宮崎市社会福祉事業団」が開設当初から管理

運営を行っています。

現在も、障がいの早期発見・早期療育及び障がい児(者)の在宅生活を支援

する療育の拠点施設として継続して宮崎市総合発達支援センターを運営して

います。（平成１５年度から平成１７年度までは委託、平成１８年度から令

和２年度まで指定管理）

② 専門職員の確保

宮崎市総合発達支援センターは、障がい児の診療部と障がい児（者）の通所

部、地域生活支援部を併せ持つ施設であり、その複合的な機能、また、それ

に伴い必要とされる多種多様な専門職による運営が必要です。

診療部では、障がい児を専門に診療し、療育等を行うため、専門的かつ高

度な療育ができる医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、

臨床心理士、看護士等の医療スタッフの配置が必要であり、また通所部、地

域生活支援部においては、保育士、相談支援専門員等の配置が必要です。

事業団では、これらの資格等を有する専門のスタッフを継続的に確保して

きた実績があります。

③ 継続的な療育訓練と信頼関係の構築

障がい程度や年齢に応じた発達状況の把握や、発達に即した療育を行うた

めには、障がい児（者）一人ひとりに対し、継続的かつ長期的なビジョンに

役 職 等 氏 名

委員長 国立大学法人 宮崎大学 教授 立元 真

副委員長 宮崎市保育会 会長 髙妻 秀次

委員 公益社団法人 宮崎市郡医師会 副会長 髙村 一志

〃 宮崎市障がい福祉課 課長 和田 敏法

〃 宮崎市小学校長会 会長 吉冨 俊文
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よる療育訓練の提供が必要です。また、障がい受容が十分できておらず、「障

がい」という言葉に敏感で拒否反応を示す保護者等が多い中で、効果的な訓

練を進めるためには、保護者等と支援員等との信頼関係の構築が極めて重要

な要素となります。このため、療育訓練途中で提供事業者が変更となること

は、療育訓練及び支援の手法が変わる恐れがあり、新たに保護者等と支援員

等との信頼関係を構築しなければならず、障がい児（者）及び保護者等に不

安と混乱を招く恐れがあります。

このことから、宮崎市社会福祉事業団は、開設当初から障がい児（者）に

対する継続的かつ長期的なビジョンに基づき、保護者等への指導・支援につ

いて、きめ細かな配慮を行うことにより、保護者等との間に信頼関係を構築

してきました。

④ 選定方法について（事務局案）

以上のことから、専門職員の継続的な確保、継続的かつ長期的ビジョンに

よる療育訓練の提供と信頼関係の構築、これらの実績と長年にわたるセンタ

ー運営のノウハウを併せ持つ宮崎市社会福祉事業団を指定管理者として選定

することにより、診療及び療育の安定性、専門性及び継続性が確保でき、宮

崎市総合発達支援センターの機能を最大限に発揮した管理運営と療育の拠点

施設としての目的達成が期待できるものと考えます。

よって、「宮崎市公の施設における指定管理者制度に関する基本方針」５

－（２）－②の非公募要件である「専門的かつ高度な技術、ノウハウなどを

有する特定の団体を指定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」を踏まえ、宮崎市総合発達支援センターの指定管理者候補者の選定

方法を「非公募」にするものです。

≪参考≫

○「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」第２条より

市長又は教育委員会は、・・・指定管理者の指定を受けようとする法人その他の

団体を公募するものとする。ただし、公募の手続をとる暇がないとき、当該施設の

専門性又は地域性を勘案して適正な運営を確保するため公募を行う必要がないと

認められるときその他公募を行わないことについて合理的な理由があると市長等

が認めるときは、この限りでない。

○「宮崎市公の施設における指定管理者制度に関する基本方針」５-（２）- ②より

５ 事業者の選定 （２）非公募の要件

公募によらずに候補者を選定することができる要件は次のとおりとする。

② 専門的かつ高度な技術、ノウハウなどを有する特定の団体を指定することが適

切な施設の管理運営に資すると認められる場合
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イ 審査結果一覧

選定の基準
満点

（配点×５人）

最低基準点

（満点×６割）

候補者

宮崎市社会福祉

事業団

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

保するものとなっているか。

１５０ １１２

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

るものとなっているか。

１２５ ９３

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

のとなっているか。

７５ ５１

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

しているか（重要基準）。

２２５ １３５ １５９

⑤安全管理に対する対応 ７５ ５７

⑥労働福祉の状況 ２５ １７

⑦環境保護及び障がい者の雇用等

の福祉施策の取組状況
５０ ３８

合計得点 ７２５ ４３５ ５２７


