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福岡市ヨットハーバー指定管理者募集要項 

１ 指定管理者制度の目的及び趣旨 

 指定管理制度は，多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため，公の施設の管

理に民間の能力を活用しつつ，経費の節減のみならず住民サービスの向上を目的とするものです。 

 公の施設の管理は，従来，地方公共団体が２分の１以上出資している法人や公共団体などに限

って委託することができましたが（管理委託制度），平成 15年に地方自治法が改正され（平成 15

年６月 13日公布，同年９月２日施行），同法 244条の２第３項の規定により，民間事業者などの

法人や団体についても議会の議決を経て指定管理者に指定し，管理させることが可能となってい

ます（指定管理者制度）。 

 福岡市ヨットハーバーにつきましては，平成 18 年度より指定管理者制度を導入し管理運営を

実施してきたところですが，令和３年３月 31日をもって指定期間が終了することから，改めて指

定管理者を選定するべく，管理運営について創意工夫のある事業者の提案を広く募集するもので

す。 

２ 施設の概要 

（１）名称 福岡市ヨットハーバー（以下「ヨットハーバー」という。）

①所在地：福岡市西区小戸三丁目５８番１号

②施設面積：120,000㎡（陸域：38,000㎡，水域：82,000㎡）

③施設内容：クラブハウス本館（鉄筋コンクリート造３階建），クラブハウス別館

  （鉄骨造２階建），常時利用浮桟橋（係留：188バース）， 

一時利用浮桟橋（61ｍ×３本），艇置場（陸置：350区画），揚降施設 

  （１基），修理ヤード，駐車場（289区画），緑地，防波堤，護岸 等 

④供用開始：昭和 50年７月 22 日

（２）施設の特徴

  大小約 540隻のヨットを収容できる西日本有数のヨットハーバーであり，能古島，糸島半島

に囲まれた今津湾を望み，一年を通じ変化に富んだ風が吹き，日本でも有数のセーリング条件

を備えています。 

（３）施設の役割

ヨットハーバーは，「市民の海洋性スポーツの振興とあわせて海洋思想の普及を図る」ことを

目的に，福岡市ヨットハーバー条例（以下「条例」という。）に基づき，昭和 50年７月に開場

しました。 
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３ 指定期間 

令和３年４月１日から令和７年３月３１日までの４年間 

４ 開館時間・休館日 

（１）開館時間

  ４月１日から９月 30日   ：午前９時 30分から午後６時まで 

  10 月１日から翌年３月 31日 ：午前９時から午後５時まで 

※ただし，利用者対応等の業務がある場合は，必要に応じて随時延長を行っていただきます。 

（２）休館日

  12 月 29日から翌年１月３日まで 

※ただし，市長が必要と認めたときは，これを変更し，または臨時に休館日を設けることが

できます。

  なお，自主事業実施のため，上記の（１）開館時間及び（２）休館日に関わらず，柔軟な事 

業提案を行っていただいても構いません。 

５ 管理･運営業務内容 

指定管理業務の範囲の概要は，次のとおりです。 

なお，詳細は別添「福岡市ヨットハーバー指定管理業務仕様書」を参照してください。 

（１）施設の利用・運営に関すること

①運営体制の確保

②管理事務所業務等

・ 利用者対応（意見・要望・苦情対応も含む）

・ 各種団体等への利用促進活動

・ 市民やボランティア等との協働事業の推進

・ 地元自治組織，関係機関等との連絡調整

・ 市への業務報告及び連絡調整

・ 各種書類の作成

③利用許可・制限

・ 条例第４条に規定する利用の許可

・ 条例第５条に規定する利用の制限

・ 条例第 10条に規定する行為の制限

・ 条例第９条第１号に規定する使用料の減免

④使用料の調定等に関すること

⑤利用料金の徴収

・条例第 16条の２に規定する利用料金の徴収

⑥光熱水費等の支払い業務
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・ 光熱水費等の支払い

・ 車両，パソコン，救助艇，駐車場管制装置，消防設備，揚降施設等に関する保守料の支払い

⑦緊急・災害時等対応に関すること

・ 緊急時，防犯・防災及び新型コロナウイルス感染症等の対策マニュアル等の作成

・ 事故等，緊急・災害時の対応

・ 施設管理者賠償保険等への加入

⑧文書の管理・保存

⑨その他

（２）施設・設備の維持管理に関すること

①維持管理業務

・ 屋外清掃業務

・ 屋内清掃業務

・ 警備保安業務

・ 駐車場管理業務

・ 設備保守点検業務

・ 植栽管理業務

②施設・設備等の補修・修繕

・ 軽微な補修・応急的な措置

・ 計画的な補修・修繕

・ 修繕内容の記録

③備品物品等について

・ 備品台帳作成等

（３）その他の業務

①海洋思想の普及振興及び施設全体の魅力度向上を目指した集客事業

②指定期間満了にあたっての引継事務

③その他市と指定管理者の協議により予算の範囲内で指定管理業務に含める業務

（４）再委託について

  清掃，警備といった個々の具体的業務を第三者に再委託することは可能ですが，管理に関す

る業務を一括して第三者へ再委託することは禁止されています。また，再委託された第三者が

さらに他業者へ委託する行為（再々委託）は禁止されています。 

（５）リスク管理

  指定管理者は，ヨットハーバーの管理運営にあたり，ヨットハーバー施設並びに付帯設備及

び備品等を損壊又は破損したときは，市が指定する日までに，原状回復するか損害相当額を賠

償することとします。 
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  ただし，施設等の価値を高めたり，やむを得ないときは，市の承認により原状回復や撤去等

を不要とします。 

  なお，指定管理者と市の主だったリスク管理については，別表１「リスク分担表」のとおり

とします。詳細なリスク分担については，協定書で定めます。 

６ 管理・運営経費について 

（１）管理･運営に関し市が負担する指定管理料の上限

  令和３年度・・・５４，０００千円 

  （金額については，議会の議決により変動する場合があります。また，翌年度以降の金額に

ついては，毎年度協議を行い協定書で定めます。） 

（２）市が支払う指定管理料に含まれるもの

①人件費

②事務費

③管理費（施設維持管理費，機器借上料，光熱水費，保守管理費等）

※指定管理料の中の修繕費については，一定額（２，９００千円）を見込んでおり，原則とし

て１件あたり概ね 10 万円未満の修繕については，指定管理料で修繕を行っていただきます

が，施設の原形を変える修繕や 10万円以上の修繕については，事前に市と協議が必要です。

なお，修繕費は毎年度事業終了後に精算し，余剰が生じた場合は市へ返納するものとします。 

④事業費

⑤その他（公租公課）

指定管理者には事業所税の納税義務が発生することがあります。事業所税の取り扱いに関し

ては，市における団体等の事業展開や本事業における事業計画書の収支状況によって異なるた

め，適正に積算してください。 

（３）修繕等指定管理料について

ヨットハーバーの修繕費のうち，１件あたり 10万円以上の修繕については，基本協定及び実

施協定に基づき，指定管理料とは別に「修繕等指定管理料」として，市が指定管理者に対し支

払います。なお，修繕等指定管理料の対象となる修繕の内容については，市と指定管理者とで，

毎年度協議します。 

（４）備品購入費

ヨットハーバーの管理運営に関し，必要に応じて購入する備品については，指定管理料の範

囲内で購入することとします。また，購入された備品の所有権は市に帰属します。 

  購入した備品は，予め作成していただく備品台帳に登録し，適正に管理してください。 

  なお，指定管理料で購入した備品については，指定期間満了時に，次期に指定される指定管

理者等へ引き継ぐものとします。 
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（５）指定管理料の支払い

  会計年度（４月１日から翌年３月 31日まで）ごとに支払います。 

  なお，支払い方法については，毎月，前金で支払います（具体的な支払方法等は協定書等で 

定めます。）。 

（６）利用料金について

  利用料金制度とは，利用者が支払う利用料金の収入において，施設の運営のための費用（人

件費など）を賄い，必要経費を超える収入については，自らの収入とすることが出来る制度で

す。 

  利用料金の具体的な金額は，条例で定める範囲内で指定管理者が定め，市が承認します。 

  利用料金による収入が当初の見込より増減があった場合であっても，当該年度内において市

が支払う指定管理料は変わりません。 

  より収益を上げるためには，施設の利用者を増加させる必要がありますので，集客のための

ノウハウを発揮し，サービスの提供に取り組む必要があります。

（利用料金の種類） 

(ｱ)係留施設

・浮桟橋（一時利用）

・艇置場（一時利用）

(ｲ)屋外施設

・駐車場

・修理施設：揚降施設，修理ヤード

・給水施設

(ｳ)屋内施設

・会議室

・シャワー

（７）管理口座

  指定管理料及び利用料金等の収入は，団体自体の口座とは別の口座で管理してください。 

７ 応募について 

（１）応募資格

①法人その他の団体（以下「団体」という。）であること。

・個人での応募はできません。

・複数の団体により，構成されるグループ（以下「グループ」という。）で応募することがで

きます。この場合は，応募時に共同事業体を結成し，代表構成団体（他の団体は構成団体

とします。）を定め，共同事業体内の責任分担を明確にしておいてください。

②応募者の制限

次に該当する団体は申請者となることができません。また，グループで応募する場合の構成団
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体となることもできません。 

a 福岡市契約事務規則（昭和 36年福岡市規則第 16号）第２条第１項及び第２項に規定する者 

b 団体（任意団体にあってはその代表者）が，所得税，法人税，消費税，地方消費税及び市税

を滞納している場合 

c 自らの責めに帰すべき事由により，５年以内に指定管理者の指定の取消しを受けた者 

d 団体又はその代表者が，次のいずれかに該当する者 

ア 暴力団員が事業主又は役員に就任していること

イ 暴力団員が実質的に運営していること

ウ 暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し，又は使用していること

エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら当該暴力団員と商取引に係る契約を

締結していること

オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与していること

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していること

e 団体又はその代表者が，指定管理者として行う業務に関連する法規に違反する者として関係

機関に認定された日から２年を経過しないもの 

（２）留意事項

①接触の禁止

選定・評価委員会委員，市職員及び申請関係者に対して，本件申請についての接触を禁じま

す。接触の事実が認められた場合は，失格となることがあります。

②重複応募の禁止

応募は，応募１団体（グループ）につき１件とします。複数の応募はできません。

③応募内容変更の禁止

提出された書類の内容を変更することはできません。

④虚偽の記載をした場合の無効

応募書類に虚偽の記載があった場合は，失格とします。

⑤応募書類の取扱い

応募書類は，理由のいかんを問わず返却しません。

⑥応募の辞退

申請書類を提出した後に辞退する際には，辞退届（様式９）を提出してください。

⑦費用負担

申請に関して必要となる費用は，団体（グループ）の負担とします。

⑧提出書類の取扱・著作権

団体（グループ）の提出する書類の著作権は，それぞれ作成した団体（グループ）に帰属し

ます。

なお，ヨットハーバーの指定管理者の選定後，事業計画書の内容について，情報公開請求が

あった場合（福岡市情報公開条例第７条に掲げる非公開情報を除きます。），また，その他市

長が必要と認めるときには，市は提出書類の全部又は一部を使用できるものとします。

8



- 7 -

８ 募集手続等について 

（１）指定管理者の募集スケジュール

① 募集の周知  令和２年８月２１日（金）～ 

② 募集要項の配布  ８月２１日（金）～１０月７日（水） 

③ 募集説明会及び施設見学会の開催  ８月２８日（金） 

④ 募集要項に関する質問の受付  ８月３１日（月）～９月７日（月） 

⑤ 募集要項に関する質問の回答  ９月１８日（金）（予定） 

⑥ 応募書類の受付  ９月２８日（月）～１０月７日（水） 

⑦ ヒアリングの実施   １０月下旬（予定） 

⑧ 選定結果の通知  １１月上旬（予定） 

⑨ 指定管理者の候補者の公表  １１月上旬（予定） 

⑩ 指定管理者の候補者との仮協定の締結  １１月下旬（予定）

⑪ 指定管理者の指定（基本協定締結）  １２月（予定） 

⑫ 指定管理者との実施協定締結    令和３年３月（予定） 

（２）指定管理者の申請手続き

①募集要項の配布

・配布期間：８月２１日（金）～１０月７日（水）

・配布場所：事務局（問い合わせ先）に同じ

※市のホームページからもダウンロードできます。

②募集説明会及び施設見学会の開催

募集要項に関する説明会及び施設見学会を次のとおり開催します。募集説明会等参加申込書

（様式 14）に必要事項を記入のうえ，原則として電子メールに添付してお申し込みください。 

なお，ＦＡＸによる申込みも可とします。 

・開催日時：令和２年８月２８日（金）午前 10時から

・開催場所：ヨットハーバー２階会議室

・参加人数：各団体（グループ）２名以内

・申込先：事務局（問い合わせ先）に同じ

・申込期限：令和２年８月２７日（木）正午まで（必着）

③募集要項に関する質問の受付

募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。

・受付期間：令和２年８月３１日（月）～９月７日（月）正午まで（必着）

・受付方法：募集要項関係質問書（様式 15）に記入のうえ，問い合わせ先まで，原則として

電子メールに添付して送付してください。 

なお，ＦＡＸによる送付も可とします。 

④募集要項に関する質問の回答

質問に対する回答は，質問者名を伏せたうえで，市のホームページに掲載します。
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（９月１８日（金）掲載予定） 

⑤応募書類の受付

(ｱ)受付期間：令和２年９月２８日（月）～１０月７日（水）（土，日曜日，祝日を除きます。）

(ｲ)受付方法：事務局に，持参または郵送で提出してください。

 持参の場合は，受付期間中の平日の午前 10時から午後５時（正午～午後１時    

までを除きます。）までに限ります。 

   郵送の場合は書留とし，令和２年１０月７日（水）までに必着とします。 

(ｳ)提出先：事務局（問い合わせ先）に同じ

⑥ヒアリングの実施

選定・評価委員会による申請者に対するヒアリングを実施します。（１０月下旬予定）

※ヒアリングの日時，場所，実施方法などの詳細については，別途通知します。

⑦選定結果の通知及び指定管理者の候補者の公表

選定結果の通知は，郵送にて行います。

なお，グループで応募した場合は，グループの代表団体宛に郵送します。

また，応募団体名，選定過程や選定結果は，市のホームページにて公表します。

⑧候補者との仮協定の締結

市は，選定された指定管理者の候補者と細目を協議し，協議成立後，仮協定を締結します。 

（１１月下旬予定） 

⑨指定管理者の指定

議会の議決後に，指定管理者の候補者を指定管理者に指定します。（１２月予定）

⑩指定管理者の候補者は，議会の議決後に指定管理者として指定され，先に締結した仮協定が

市との正式な協定となります。

（３）応募書類

  応募時に次の書類を提出してください。 

  提出部数は，原本１部，及びそれに加え，事業計画書（様式６），収支計画書（様式７）を副

本として 11 部とします。なお，副本は複写可ですが，原本がカラーの場合はカラーで複写して

ください。 

  事業計画書（様式６），収支計画書（様式７）については，応募団体名を記載しないでくださ

い。また，応募団体が特定，推測される記述を避けてください。 

①指定管理者指定申請書（様式１）

グループによる申請の場合，代表構成団体及び構成団体が指定申請書を提出するとともに，

共同事業体協定書（別紙１「福岡市ヨットハーバー共同事業体協定書（例）」参照）及び共同

事業体連絡先一覧（様式２）を提出してください。

②応募団体に関する書類

(ｱ)団体の概要（様式３）

(ｲ)定款，寄付行為，規約その他これらに類する書類

(ｳ)申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び過去２ヵ年の事業報告書

10
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(ｴ)法人にあっては，

ⅰ 当該法人の登記事項証明書

ⅱ 法人税，消費税，地方消費税及び市税にかかる徴収金に滞納がないことの証明書

 （納付猶予を受けている場合は，猶予期間が確認できる書類） 

 ⅲ 貸借対照表（過去３年分） 

 ⅳ 損益計算書（過去３年分） 

 付属書類 

・製造原価報告書等の原価の明細・販売費及び一般管理費等の明細

・その他人件費が含まれる費用があればその明細

 ⅴ 人員表（各決算期末の常勤役員数，従業員数，非常勤従業員数（パートタイマー， 

アルバイト）

 ⅵ 役員等名簿（氏名・フリガナ・性別・生年月日）（様式４） 

 ⅶ 指定管理者又は管理に従事する者に資格が必要な場合は，その資格を有することの 

証明書 

※ グループで応募する場合は，それぞれの構成団体の上記書類を提出してください。

※ 役員等名簿により収集した個人情報については，指定管理者からの暴力団排除の

ため福岡県警察への照会確認に使用します。

市では，市の事務事業からの暴力団排除に向けて全庁を挙げて取り組んでおりま

す。

暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に対し，指定管理者

の応募資格から除外する等の措置を行うこととしておりますので，ご協力の程お願

い致します。

③申請資格がある旨の誓約書（様式５）

④事業計画書（様式６）

⑤収支計画書（様式７）

⑥指定管理者の実績（施設名，指定期間，指定の取消しの有無）を記載した書類（様式は任意）

（他都市での指定管理の実績も含みます。） 

⑦暴力団排除に関する誓約書（様式８）

※暴力団排除に関する誓約書については，福岡市の競争入札有資格者名簿に登載されてい

ない団体の場合のみ提出してください。

⑧辞退届（様式９）

⑨福岡市における競争入札参加停止措置に関する申立書（様式 10）

福岡市における競争入札参加停止措置の概要（申立書）（様式 11）

※該当の有無，該当がある場合の措置期間，具体的内容，発生後の対応及び再発防止策等

⑩国または地方公共団体における競争入札参加停止措置に関する申立書（様式 12）

国または地方公共団体における競争入札参加停止措置の概要(申立書) （様式 13）

※該当の有無，該当がある場合の措置期間，具体的内容，発生後の対応及び再発防止策等

⑪募集説明会等参加申込書（様式 14）
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⑫募集要項関係質問書（様式 15）

９ 選定について 

（１）選定手続

   指定管理者の選定は，選定・評価委員会での審査を経て，指定管理候補者を選定します。 

（２）選定・評価委員会の設置及び役割

 「福岡市ヨットハーバーに係る指定管理者選定・評価委員会に関する要綱」に基づき「福岡市

ヨットハーバーに係る指定管理者選定・評価委員会」を設置します。

選定・評価委員会とは， 

 指定管理者の候補者の選定のため，選定基準や申請要項の検討を行い，団体から提出される

申請書類について，ヒアリングや実地調査などで詳細な内容を把握し，市が選定するうえで，

参考となる意見を述べるなど，選定過程において，重要な役割を担う協議会です。 

（３）選定の流れ

①応募書類の確認（資格審査）

団体からの提出資料については，応募資格を満たしているかを事務局で確認します。

②選定方法

提出された書類を基に，選定・評価委員会において内容確認を行います。

  内容を確認した団体に対して，必要に応じて選定・評価委員会によるヒアリングを実施したう

えで総合的に判断し最終評価を行います。 

(ｱ)ヒアリング

内容確認を完了した団体に対するヒアリングを実施する場合は以下のとおりとします。

開催日時：令和２年１０月下旬（予定）（詳細については別途通知します。）

12



- 11 -

１０ 選定における評価基準（事業計画の内容の評価）について 

  評価項目は，以下のとおりです。 

評価項目 配点 

１ 管理運営方針 ５ 

２ 管理体制 ２０ 

３ 施設の効用を最大限発揮する管理運営 ６５ 

４ 自主事業 ２０ 

５ 運営実績・ノウハウ ５ 

６ 個人情報の保護 ５ 

７ 管理経費 ２０ 

８  地場中小企業の育成 １０ 

９  経営基盤 － 

合計点数 １５０ 

※評価基準については，別表２を参照してください。

※ 上記配点の合計１５０点満点中，９０点を指定管理候補者とするための最低基準とします。最

低基準を満たさない場合は選定しません。

※福岡市競争入札参加資格停止等措置要領に基づく競争入札参加停止措置を受け，公告日が競争

入札参加停止の措置期間満了日の翌日を起算日とする競争入札参加停止の措置期間と同期間

の間にあるものについては，10 点の減点を行います。詳細は次頁 1-②のとおりとなります。
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１１ 協定について 

  選定された指定管理候補者との協議を踏まえ，仮協定を締結します。議会の議決後に指定管

理候補者を指定管理者として指定するとともに，仮協定を正式な基本協定とします。 

（１）基本協定

①総則的事項

(ｱ) 管理業務の基本的項目（指定の期間，施設の概要等）

(ｲ) 収入及び経費の考え方

(ｳ) 実施協定の締結

(ｴ) 許認可に関する事項

(ｵ) 維持及び修繕の考え方 など

②管理運営業務に関する事項

(ｱ) 公正かつ透明な手続

(ｲ) 指定管理者の責務

(ｳ) 管理運営業務の範囲等

(ｴ) 施設使用の考え方

(ｵ) 備品類の取扱い

(ｶ) 文書等の管理に関すること

(ｷ) 自主事業に関すること など

③指定管理料・利用料金に関する事項

(ｱ) 指定管理料及び利用料金

(ｲ) 指定管理料の支払方法

(ｳ) 経理の明確化 など

④ 指定期間の終了

(ｱ) 原状回復義務等

(ｲ) 指定の取消し等

(ｳ) 指定の辞退等 など

⑤ 不可抗力

⑥ その他

(ｱ) 公租公課の負担

(ｲ) 秘密保持

(ｳ) 個人情報の取扱い

(ｴ) 災害時等における施設利用の協力に関すること

(ｵ) 引継ぎに関すること

(ｶ) 暴力団排除に関すること など

（２）実施協定

  基本協定に基づき，毎年度，市が指定管理者に支出する指定管理料に関する事項等について，

実施協定を締結します。 
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  なお，実施協定の締結にあたり，毎年度２月末までに事業計画書を市に提出してください。 

１２ モニタリング 

（１）モニタリングとは

  指定管理者による公の施設の管理運営に関し，法令，条例，協定書，仕様書等で定めている

施設の運営や維持管理に関する業務を指定管理者が適切に実施しているかどうか，指定管理者

によって適用されるサービスの水準が市の要求水準を満たしているかどうか等について，管理

運営業務等の実施状況を①点検（各種報告書，実地調査等の確認）し，②評価（指定管理者自

己評価，市による評価，選定・評価委員会による評価）を行うことです。

（２）事業報告書等の提出

 指定管理者は，毎年度終了後，地方自治法第 244条の２第７項の規定に基づく事業報告書の

ほか，月次報告書，利用者アンケート結果，指定管理業務調査票（自己評価）を市に提出しま

す。 

なお，事業報告書等の書式，記載項目等については，協定等において定めます。 

（３）モニタリングの実施

モニタリングの実施時期や項目については，協定等において定めます。

（４）業務の基準を満たしていない場合の措置

モニタリングの結果，指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合，市は，指

定管理者が必要な改善措置を講じるよう通知や是正指示を行い，それでも改善が見られない場

合は，指定を取り消すことがあります。 

１３ その他 

（１）関係法令の遵守

  条例及び同条例施行規則のほか，業務を遂行するうえで，関連する法令を必ず遵守してくだ

さい。 

（２）引継業務

〈現在の指定管理者→今回の公募において，選定される指定管理者への引継ぎ〉 

引継業務の内容については，概ね次のとおりです。 

① 現在の指定管理者からの管理・運営業務（文書や備品の引継ぎも含む。）の引継ぎ

② 事業計画書作成業務 など

③ 引継ぎ

a 引継時に職員が立ち会います。 

b 現在の指定管理者の業務の視察を事前に行うことが可能です。（事前にスケジュール調

整は必要です。） 
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c 引継期間は令和３年１月初旬～令和３年３月下旬の間です。 

d 引継ぎにかかる費用は原則，現在の指定管理者の負担ですが，新指定管理者の引継ぎに 

かかる人件費は，新指定管理者に負担していただきます。 

<今回の公募において，選定される指定管理者（以下「選定指定管理者」という。）→後任 

の指定管理者等（以下「後任指定管理者等」という。）への引継ぎ> 

① 選定指定管理者は，指定期間が満了したとき，又は指定を取り消され，若しくは期間を

定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは，ヨットハーバーの管

理運営業務が円滑に執行されるよう，後任指定管理者等と管理運営業務の引継ぎ及び業務

の執行に必要な文書及び備品等の引継ぎを行わなければなりません。 

② 市は，必要と認める場合には，①の場合に先立ち，選定指定管理者に対して市が指定す

るものによるヨットハーバーの視察を申し出ることができるものとします。 

③ 選定指定管理者は，市から②の申出を受けた場合は，合理的な理由のある場合を除いて

その申出に応じなければなりません。 

④ 引継ぎにかかる費用は原則，選定指定管理者の負担ですが，後任指定管理者等の引継ぎ

にかかる人件費は，後任指定管理者等に負担していただきます。 

（３）監査

① 指定管理者は，施設の設置者たる地方公共団体の事務を監査するのに必要な範囲で，調

査の対象となり，帳簿書類その他の記録を提出しなければなりません。 

② 議会から監査委員又は個別外部監査人に対し，地方公共団体の事務に関する監査の求め

があった場合においても，地方公共団体の事務を監査するのに必要な範囲で，指定管理者

は出頭を求められ，調査の対象となり，帳簿書類その他の記録を提出しなければなりませ

ん。 

（４）公表・公開について

応募団体名，選定過程や選定結果，指定管理者のモニタリング結果については，市のホー

ムページに公表します。

なお，選定結果については，上位２位までの応募団体については団体名・評点，他の応募

団体については評点のみを公表します。 

 また，申請書類について，情報公開条例に基づく公開請求があった場合，情報公開条例第

７条に掲げる非公開情報を除いて，全て公開します。 

（５）自主事業について

  自主事業とは，市が指定管理業務として求める要求水準とは別に，施設の設置目的の範囲内

で指定管理者の責任において自主的に企画・実施する事業です。市からの事前承諾があれば，

実施することが可能です。 

経費は指定管理者が負担することとなります（施設の使用料等の負担が生じます。利用者か
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らの一定の料金を徴収することは可とします。）。 

ヨットハーバー利用者の利便性，快適性の向上に資する事業内容をご提案ください。

 また，市では令和元年 12月に「博多湾西部エリアの新たな価値の創出」の基本的考え方（以

下「基本的な考え方」といいます。）を策定しております。（資料２参照） 

「基本的な考え方」を踏まえ，「博多湾西部エリアの新たな価値の創出」に係る事業（主に施

設整備を伴わないソフト事業）について積極的に提案してください。 

（小戸公園と隣接するヨットハーバーの海域・砂浜を活用したマリンスポーツ事業の実施や小

戸公園利用者も気軽に参加できるイベントの開催など） 

  なお，自主事業で得た利益は指定管理者のものですが，収益の見込み額を提案していただき，

収益がその見込み額を超えた場合，見込み額を超えた額の１／２にあたる額相当の施設の修繕，

または，備品等の寄付を行ってください。 

（参考）現在の指定管理者の自主事業 

・売店，自動販売機設置，小型船舶免許教室開催 等

（６）業務の継続が困難となった場合の措置

①指定管理者の責めに帰すべき事由による場合

指定管理者の責めに帰すべき事由により，業務の継続が困難になった場合は,市は指定の

取消しをすることができるものとします。その場合は,市に生じた損害は指定管理者が賠

償するものとします。なお，後任指定管理者等が円滑かつ支障なく，ヨットハーバーの業

務を遂行できるよう引継ぎを行うものとします。

②市及び指定管理者の責めに帰すことのできない事由による場合

不可抗力等，市及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により，業務の継続

が困難になった場合,事業継続の可否について協議するものとします。一定期間内に協議

が整わないときには，それぞれ，事前に書面で通知することにより,協定を解除できるもの

とします。なお，後任指定管理者等が円滑かつ支障なく，ヨットハーバーの業務を遂行で

きるよう引継ぎを行うものとします。

（７）損害賠償と賠償責任保険

指定管理者の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合は，指定管理者に損害賠償義務

が生じることから，指定管理者は賠償責任保険へ加入してください。 

加入していただく，保険の支払い限度額等は以下のとおりです。 

ア 施設管理者賠償責任保険

・ 身体賠償  １名につき 3,000万円，１事故につき５億円 

・ 財物賠償  １事故につき 3,000万円 

・ 保管物賠償 １事故につき 1,000万円

イ 救助艇損害等保険

・ 賠 償   １億円

・ 搭乗者傷害 1,000 万円
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・ 船 体 360 万円 を上限とします 

（８）新型コロナウイルス感染症等への対応について

  事業計画書の作成にあたっては，指定管理業務及び自主事業について感染症の拡大防止対策

を含め作成してください。

（９）問い合わせ先

  〈主催者及び事務局〉 

〒812-8620 

福岡市博多区沖浜町１２－１（博多港センタービル 5Ｆ） 

港湾空港局 港湾振興部 港湾管理課 企画管理係 

電話  ０９２－２８２－７１１８ 

Ｆａｘ ０９２－２８２－７７７２ 

Ｅ-ｍａｉｌ kowankanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp 
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(別表１)

　経費・・・管理運営業務の実施に伴う支出

　収入・・・管理運営業務の実施に伴う収入（指定管理料，利用料金制に基づく利用料金，利用者負担金）

変更後

自治体 指定管理者

募集要項（仕様書等）の誤りや不備に基づき必要となった費用又は損害。 ○

指定管理者制度にかかる法令等の新設・変更による経費の増加及び収入の減少 ○

上記以外の法令等の新設・変更による経費の増加及び収入の減少

消費税の変更に伴う指定管理料（市委託料）の増減 〇

事業の実施にあたって自治体が取得すべき許認可等が取得・更新されない又は遅
延したことによる費用及び損害

○

事業の実施にあたって指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新されない又
は遅延したことによる費用及び損害

○

自治体の帰責事由により第三者に与えた損害（損害補償にかかる費用を含む。） ○

指定管理者の帰責事由により市又は第三者に与えた損害（損害補償にかかる費用
を含む。）

○

上記以外の理由により、第三者に与えた損害（損害補償にかかる費用を含む。）

自治体の指示や議会の不承認の他，自治体の帰責事由に基づく管理運営業務の変
更・中止・延期に伴う経費の増加，収入の減少，損害。

○

指定管理者の帰責事由に基づく管理運営業務の変更・中止・延期に伴う経費の増
加，収入の減少，損害。

○

上記以外の理由に基づく管理運営業務の変更・中止・延期に伴う経費の増加，収
入の減少，損害。（自然災害や第三者の要因等の不可抗力）

自治体の帰責事由により被った施設・設備・備品の損害 ○

指定管理者の帰責事由により被った施設・設備・備品の損害 ○

上記以外の理由に基づき被った市が所有する施設・設備・備品の損害（自然災害
や第三者の要因等の不可抗力）

○

上記以外の理由に基づき被った指定管理者が所有する施設・設備・備品の損害
（自然災害や第三者の要因等の不可抗力）

○

指定管理者が実施する業務内容が自治体の要求水準に達しないことに伴う費用，
損害

○

急激な物価変動や金利変動により管理運営業務の継続が困難となる場合における
経費の増加又は収入の減少

利用者数などの需要変動による収入の減少 ○

募集時の想定を超える外的要因に基づく大規模な需要変動により管理運営業務の
継続が困難となる場合における経費の増加又は収入の減少

指定期間満了時又は指定の停止時における原状回復にかかる費用 ○

リスク分担表

リスクの種類
変更後

リスクの内容（変更後）
負担者

両者協議

≪対象となる範囲≫

　管理運営業務の実施に伴うリスク

≪文言の定義≫

募集リスク

第三者賠償リスク

管理運営業務の変更・中
止等リスク

物価変動や金利変動に伴う経費の増加又は収入の減少 ○

両者協議

両者協議

両者協議

両者協議

原状回復リスク

性能リスク

需要変動リスク

物価・金利変動リスク

法令等変更リスク

施設等損傷リスク

許認可リスク
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・災害・事故発生時の体制・対応が明確か。
・新型コロナウイルス感染症等の対策が明確か。

５

・利用調整の際に，不当な利用調整や特定なものに有利な提案がなされ
ていないか。

・事故防止に向けた安全確保の方策があるか。
・防犯対策が十分に講じられているか。

・施設の有効活用をされているか。
・利用促進に向けた広報や営業活動などを考えているか。
・利用者の意見・要望などを集める工夫がなされているか。
・集めた利用者の意見要望などを運営に反映させる工夫がなされてい

るか。

※２　本市の区域内に主たる事業所（本社）を有している団体のみかつ中小企業の場合10点，本市の区域内に主たる事業所（本社）を有
している団体のみかつ中小企業１社以上の場合7点，本市の区域内に主たる事業所（本社）を有している団体のみの場合５点，本市の区
域内に主たる事業所（本社）を有している団体が１社以上含まれている場合３点，いずれにも該当しない場合は0点とします。

・「『博多湾西部エリアの新たな価値の創出』の基本的な考え方」をふ
まえた提案がなされているか。

・独創的かつ効果の高い自主事業の提案がなされているか。

６　個人情報の保護

※１　審査は５段階評価（１点～５点）を基本とし，内容に応じて点数を加重（１倍～5倍）します。

・経費の縮減に対する取組みが効果的か。

５

９　地場中小企業の
　育成

・本市の区域内に主たる事業所（本社）を有しているか。
※２参照

・具体的かつ実現可能性の高い自主事業の提案がなされているか。
・施設の特性を生かした自主事業の提案がなされているか。

１０

※４ 上記配点の合計１５０点満点中，９０点を指定管理候補者とするための最低基準とします。最低基準を満たさない場合は選定しま
せん。

・利用者の個人情報保護について，十分な措置を講じているか。
・管理を行う職員が個人情報の保護について十分に理解するための措置

を講じているか。

２０

２０

・人材育成の明解な方針を持っているか。
・利用者対応（接遇対応）の向上のための措置を講じているか。

６５

・ヨットハーバーを利用する事業者及び関係団体との円滑な連携に向け
た具体的な取組みが提案されているか。

※３　評価にあたっては，経営規模の大きさや知名度ではなく，指定管理者として「指定管理期間中，安定した経営が見込まれ，施設の
管理に影響を及ぼさないか」という趣旨で，「管理体制を維持できる安定的な経営基盤を有しているか。」について総合的に評価しま
す。

１０　経営基盤 ・管理体制を維持できる安定的な経営基盤を有しているか。

・施設の目的にあった効果的な運営計画を提案しているか。

－

（別表２）

福岡市ヨットハーバー　評価基準

評価項目

３　施設の効用を
　最大限発揮する
　管理運営

２　管理体制 ・業務の再委託は適正であるか。

評価

１　管理運営方針 ・施設の設置目的に合致した目標設定がされているか。

・管理責任者及び管理体制について明確な提案がされているか。
・職員は適正に配置されているか。
・高齢者，障がい者への雇用拡大に関する提案がされているか。

評価基準

５

※５　福岡市競争入札参加資格停止等措置要領に基づく競争入札参加停止措置を受け，公告日が競争入札参加停止の措置期間満了日の翌
日を起算日とする競争入札参加停止の措置期間と同期間の間にあるものについては，10点の減点を行います。

・収支計画が適正であるか。

２０

１５０

・マリーナ施設等の管理運営に適した実績及び提案を有しているか。
５　運営実績・

ノウハウ

７　管理経費

４　自主事業

-19-
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〈資料１〉

運営に関する収支の設計書 

◆支出：６６，５６０千円

人件費 35,934 

事務費 3,451 

管理費 20,171 

修繕費（精算対象） 2,961 

事業費 1,583 

光熱水費 2,460 

合計 66,560 

◆収入：１２，４２１千円

（１） 利用料金

係
留
施
設

浮桟橋 672 

艇置場 238 

計 910 

屋
内
施
設

シャワー 147 

会議室 598 

計 745 

屋
外
施
設

給水施設 550 

修理施設 1,836 

駐車場 7,024 

計 9,410 

合計 11,065 

（２） 事業収入

ヨット教室受講料等 1,356 

合計 1,356 

◆指定管理料（支出―収入）：５４，１３９千円

指定管理料（支出―収入） 54,139 
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「博多湾西部エリアの新たな価値の創出」
の基本的な考え方

令和元年12月
港湾空港局
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１「博多湾西部エリアの新たな価値の創出」の基本的な考え方について

【博多湾西部エリアの新たな価値】
このような博多湾西部エリアの現状を踏まえ，ヨットハーバーを中心としてマリンレジャー

を主体とした賑わいづくりを行い，周辺との連携や回遊性を高めることで，エリアが持つ本来
の魅力を引き出し，市民にとっての「新たな価値」として創出していきたいと考えています。

【博多湾西部エリアの現状】
マリノアから生の松原へとつながる博多湾西部エリアは，福岡市の中心部から約10kmの

距離にありながら，海と緑に囲まれた自然豊かな空間が広がり，市民の憩いや癒しの場と
なっているとともに，大規模な商業施設などが立地し，広域から多くの人々が訪れる賑わい
の場でもあります。
緑豊かな小戸公園は，芝生広場やバーベキュー広場，大型遊具などを備え，あらゆる

世代が様々な目的で利用しており，週末には家族連れなどで賑わっています。また，近隣
では，国内最大級の屋内型スポーツ・アスレチック施設や温浴施設が新たに開業するなど，
更なる賑わいも見込まれています。

【ヨットハーバーの状況】
博多湾の静穏な海域に位置しており，これまでにも学生のヨット活動が盛んに行われ，

オリンピック選手を輩出するなど，ヨット関係者の間では全国的に評価が高い施設と
なっています。
一方で，安全管理の面から市民にとっては閉鎖的な空間となっており，隣接する小戸

公園の利用者もほとんど立ち入ることがない状況です。
そのため，貴重な財産であるヨットハーバーを誰もが気軽に利用できる施設としていく

ことが必要です。

【基本的な考え方】
今回，この「新たな価値」を創出するために，ヨットハーバーを中心として，現状を

踏まえた方向性を 「３つの視点」で捉え，取組みを行う場を「ゾーニング」として設定し，
新たな価値が創出された将来イメージを「基本的な考え方」として取りまとめました。

水
処
理
セ
ン
タ
ー

小
戸
公
園

生の松原

マ
リ
ノ
ア

１

ヨットハーバーを中心とした博多湾西部エリア

ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー

（１）目的
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昭和50年に市民の海洋性スポーツの振興と海洋思想の普及を
目的に開設した全国的にも珍しいディンギーヨット（小型）
・クルーザーヨット専用の施設です。

■クラブハウス本館
昭和54年築
延床面積：2,227.96㎡
事務室，トイレ，シャワー室，
更衣室，会議室，保管室，
保管庫

■クラブハウス別館
平成9年築
延床面積：963.44㎡
大小会議室
※主に大会開催時の
運営本部として使用さ
れている。

■浮桟橋
収容能力：188隻
H30年度常時利用：136隻
H30年度一時利用：86隻

（延べ）

■艇置場
収容能力：350隻
H30年度常時利用：150隻
H30年度一時利用：371隻

（延べ）

２

海域

砂浜

緑地

艇置場

クラブハウス

（別館）

クラブハウス

（本館）

駐車場

【施設概要】

■海域と砂浜 ■緑地 ■駐車場（289台収容）

（２）ヨットハーバーを中心とするエリアの現状

浮桟橋

①ヨットハーバー
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■学生のヨット活動の拠点として約300人が所属し，これまでにも
オリンピックに出場するなど数多くの優秀な人材を輩出している。

【活動概要】

■クルーザーヨット・ディンギーヨット共に利用数は減少傾向にあったが，
近年は回復がみられる。

九州大学 福岡大学 西南学院大学

九州産業大学 福岡歯科大学 日本経済大学

修猷館高校 福岡高校 西南学院高校

中村三陽高校 福岡第一高校 水産高校

※県立水産高校は，授業の一環として夏場だけの利用

大学 ６校

高校 ６校

学校名区分

隻

年

【オリンピック出場選手】

東京オリンピック代表選手

３

東京オリンピック 強化選手

福岡県セーリング連盟に聞き取り

【東京オリンピック代表選手・強化選手】 福岡県セーリング連盟に聞き取り

※代表選考中

選手名 出身

岡田　奎樹 福岡ジュニアヨットクラブ

外薗　潤平 日本経済大学

クラス

470級男子
東京オリンピック

代表選手

選手名 出身校

古谷　信玄 福岡第一高校

八山　慎司 福岡大学

ナショナルチーム 波多江　慶 日本経済大学

フィン級 ナショナルチーム 國米　創 福岡第一高校

飯束　潮吹 日本経済大学

畑山　絵里 日本経済大学

梶本　和歌子 日本経済大学

田中　航輝 九州大学

ナショナルチーム

競技団体強化選手

Nacra17級

クラス

49er級
競技団体強化選手

年 大会名 選手名 クラス 成績

1964年（昭和39年） 東京 棚町三郎（修猷館高校OB） ドラゴン級 17位

1972年（昭和47年） ミュンヘン 松山和興（福岡大学OB） フィン級 27位

1980年（昭和55年） モスクワ 三船和馬（福岡大学OB） 470級 不参加

1984年（昭和59年） ロサンゼルス 高木裕，山本悟（福岡大学生） 470級 11位

2000年（平成12年） シドニー 佐藤麻衣子（福岡大学生） ヨーロッパ級 23位

2004年（平成16年） アテネ 佐藤麻衣子（福岡大学OG） ヨーロッパ級 24位

石橋顕（修猷館高校OB） 49er級 12位

上野太郎（西南学院高校OB） 470級 7位

2012年（平成24年） ロンドン 田畑和歌子（日本経済大学OG） 470級 14位

2016年（平成28年） リオデジャネイロ 今村公彦，土居一斗（日本経済大学OB） 470級 17位

2008年（平成20年） 北京

150

188 187

182

159
143 133 138 136 137 133

125 119 130 136

342

282

187

178

131
117

108 107 108 109 115

133 140 139 150

0

50
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150

200

250

300

350

H元 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

クルーザーヨット ディンギーヨット
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■周辺海域では，ヨット競技の条件(適当な風と潮流や波の影響が少ない)が良いことから，
毎年全国規模の大会が数多く開催されており，また運営面についてもヨット関係者からの
評価が高い。

■市民を対象としたヨット教室受講者はこの5年間で約2,300名に達している。

ヨットハーバーは平成26年に「海の駅」と
して認定を受け，「いつでも，だれでも，
気軽に安心して」立ち寄り，憩うことがで
きます。また英語による対応が可能で，地
域情報，広域の観光情報，地図等を旅行者
に提供する外国人観光案内所としての役割
も担っています。

海の駅・外国人観光案内所

「海のＦ１」とも呼ばれる１６０年以上
の歴史をもつ世界最高峰の国際ヨット
レースの予選会が開催され，ヨットハー
バーはベースキャンプとなっています。

■開催時期：平成28年11月18日～20日
■観戦者数：2日間で13,000人，

海上からの観戦も多数

アメリカズカップの開催

４

区分

国際

国民体育大会ヨット競技，全日本実業団ヨット選手権大会，全日本学生ヨット

選手権大会，全国高等学校総合体育大会，全日本少年少女ヨット選手権大会
国内

主なヨット大会の開催実績

アメリカズカップ（ベースキャンプ），世界ジュニア選手権選考レース，

世界ユースヨット選手権大会，アジア太平洋親善ヨットレース

平成30年度 回数 参加人数

初心者ヨット教室 6 47

クルーザーヨット教室 14 40

ジュニアヨット教室 7 99

夏休み少年少女ヨット教室 3 47

親子体験ヨット教室 4 56

クルーザー親子体験ヨット教室 4 159

合計 38 448

年間参加者数

平成26年 386人

平成27年 487人

平成28年 443人

平成29年 553人

平成30年 448人

合計 2,317人
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ヨット教室参加者アンケート
■実施日：5/26・6/2・6/8・6/9・6/23・7/7・7/27・8/3・8/4・8/21・8/22・8/31
■教室参加者数：389名
■回答数：198名（回答率：50.9％）

＜参考＞ ヨットハーバーにおけるアンケート調査

ヨットレース参加者アンケート
■大会名：小戸カップ
■実施日：9/1
■大会参加者数：170名
■回答数：91名（回答率：53.5％）

小戸エリア周辺にどのような
イメージを持っていますか。

小戸エリア周辺に新たに欲し
い機能がありますか。

隣接している小戸公園を
利用していますか。

５

小戸エリア周辺にどのような
イメージを持っていますか。

隣接している小戸公園を
利用していますか。

小戸エリア周辺に新たに欲し
い機能がありますか。

29



昭和17年に開園された福岡市内でも有数の風光明媚な
海岸線に面する総合公園です。

バーベキュー広場
中央駐車場小戸大神宮

大型遊具コーナー

大型遊具コーナー

芝生広場

北駐車場

多目的球技場

【施設概要】

■多目的球技場
ソフトボール，少年サッカー，グラウンドゴルフ
などでの利用が可能となっています。

■バーベキュー広場
手ぶらで利用できることから毎年多くの人が
利用しています。

＜利用者数＞

＜利用者数＞

〈バーベキュー広場利用者の様子〉

〈多目的球技場利用者の様子〉

②小戸公園

６

（単位：人）

年度 多目的球技場

平成26 17,321

平成27 14,497

平成28 13,959

平成29 17,000

平成30 17,098

（単位：人）

年度 バーベキュー広場

平成26 31,018

平成27 33,531

平成28 28,003

平成29 27,940

平成30 28,449
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■芝生広場
少年サッカーや少年ラグビー，グラウンドゴルフ等の
スポーツ活動で利用されています。
また，のんびりとくつろぐ人の姿も見受けられます。

■大型遊具コーナー
芝生広場の北側と南側の2か所設置されており，
子ども達で賑わっています。

■小戸大神宮
古事記や日本書紀によると，伊邪那岐（イザナギ）の神
の「みそぎ祓（はらい）」をした場所であるといわれて
います。

■駐車場
小戸公園には北駐車場（78台）・中央駐車場（117台）が
あり，平成30年度は年間約93,400台の利用がありました。
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小戸公園利用者アンケート
■実施日：8/17（土），8/21（水），9/4（水），10/14（月・祝）
■実施場所：バーベキュー広場，芝生広場，大型遊具コーナー近く
■回答数：414名

利用者の年代

〈参考〉 小戸公園におけるアンケート調査

どんな目的で利用されましたか

小戸公園を含む小戸エリア(マリノア～ヨット
ハーバー)にどのようなイメージがありますか

今後、本エリアがどのような姿になったら良い
と思いますか

ヨットハーバーがどのようになったら，利用した
い（もっと利用したい）・行きたいと思いますか

８

本エリアで開催してほしいイベントはありますか
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都心に近い場所で気軽に屋外体験ができる
多様な形態のアウトドアレジャー（特に，
キャンプやバーベキュー，グランピングな
ど）が増えており，アウトドア人気が高
まっています。

９

〈アウトドア人気の高まり〉

市民ランナーの増加

福岡マラソンの開催をはじめ，ジョギン
グを楽しみたいという人が増加してお
り，最近ではランナーのためのショップ
や更衣室，シャワー室を備えたランニン
グステーションの設置も増えています。

働き方改革による余暇の過ごし方として
新たなレジャーへの期待が高まってお
り，海のレジャーもその一つとなってい
ます。

新たなレジャーへの期待

〈スポーツ・レジャーの普及〉

〈水中アクティビティの増加〉

《参考》スポーツ・レジャーに関するトピックス

水中アクティビティ市場は2016年から2023年にか
けて３倍超の成長が予測されており，また民間事
業者による管理により様々なプログラムを提供す
るビーチが増加しています。
（ビーチの観光資源としての活性化に向けた
ナレッジ集－参考資料－ 国土交通省 より）
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マリノアシティ

平成12年に「海と風と空のアウトレット」というコンセプトの

もと，九州最大級のアウトレットモールとして開発された

商業施設です。

○アミューズメント施設も充実し，海沿いのレストランやボードウォーク，観覧車など，

リゾートとしても楽しめるエンターテイメント性にあふれた施設となっています。

○都心部とを結ぶバスが約15分に1便の本数で運行し，駐車場も広く確保されているため，

アクセスが良好な施設で広域から多くの人が訪れています。

〈マリノアシティ福岡アウトレット棟〉
〈海辺のボードウォーク〉

【新たなアミューズメント施設】

国内最大級の屋内型体験施設ノボルト（NOBOLT）

〇令和元年9月にスポーツ・アスレチック×エンターテインメントを融合した
国内最大級の屋内型体験施設が「マリノアシティ福岡」に開業しています。

〇面積約4,000㎡，高さ約20ｍからなる施設内に，エンタメ性のあるデジタル技術
を加えた，スポーツ・アスレチックコンテンツなど16種のアトラクションを
設置し，遊び感覚で運動することができます。

10

マリノアシティ福岡ホームページより参照

③その他の施設

マリノアシティ福岡ホームページより参照
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西福岡マリーナ

ヨット・モーターボートの保管を行う西日本有数の
都市型マリーナです。

海沿いの通路

小戸公園からマリノアまでを結ぶ，直線約650ｍの
護岸通路です。

○桟橋では約85隻，陸上艇置きでは約150隻が保管可能です。
○大型艇が収容できるメンテナンスハウスや30ｔまで上げ
下ろしできるクレーンを備えています。

○レンタル事業や免許教室も行っています。

〈小戸公園からマリノアまでの通路〉 〈小戸公園沿いの通路〉

○海を眺めながら，ジョギングやウォーキング，サイクリング
などが楽しめます。

11

西福岡マリーナホームページより参照
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２ 「新たな価値の創出」の視点とゾーニング

施設の状況や利用者のニーズから博多湾西部エリアの現状を踏まえた「３つの視点」で捉えて
検討していきます。

【現状】
・西部エリアには海と緑に囲まれた自然豊かな空間が
広がっています。

・小戸公園のバーベキュー広場や芝生広場は多くの人
で賑わっており，また近隣の商業施設には広域から
多くの人が訪れています。

・一方で，ヨットハーバーは安全管理のために閉鎖的
な空間となっており，隣接する小戸公園の利用者も
ほとんど立ち入ることがない状況です。

・小戸公園やマリノアなど各施設でのイベントの開催
や施設間をつなぐ海沿いの通路など，回遊のための
環境はあるにもかかわらず，それらを活かす仕掛け
がない状況です。

視点２ 新たな賑わいの創出と回遊性の向上

【現状】
・ヨットハーバーには小戸公園に隣接した安全な海域や
砂浜が広がっています。

・子どもから高齢者まで安心して利用できる海辺空間と
なっていますが，十分に活用されていない状況です。

視点３ 海に親しむ環境づくり

12

（１）３つの視点とゾーニングの設定

【現状】
・博多湾の西部海域の風と波はヨット環境に適していること
から，全国でも有数のヨット競技が盛んなエリアです。

・ヨットハーバーはヨット専用の施設として全国でも高い
評価を受けています。

・学生のヨット活動の拠点となっていることから，
これまでにも多くのオリンピック選手など優秀な人材を
輩出しています。

視点１ ヨット環境の維持・強化
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【ヨット環境】基本施設を充実させ，将来世代に継承していく

【学生の活動】学生のヨット活動の環境を守っていく

【裾野の拡大】国際的に注目を集めるようなヨットの拠点としていく

視点ごとの取組みの方向性を「ねらい」として定めています。

【賑わい】夕日に映えるヨット，夕暮れのヨットハーバーやイルミネーションなど

の景観を最大限に活用し，「遊び」「食」「癒し」などが一度に体験

できるマリンレジャーの拠点を形成していく

【回 遊】ジョギング・ウォーキングや海からの眺めなどが楽しめる海と緑が

調和した回遊空間を創出していく

【親しみ】子どもから高齢者まで世代を超えた憩いの場としていく

【学 び】学校や地域の海に関する学びや体験の場としていく

13

（２）視点ごとのねらい

視点１：【ねらい】全国的にも評価が高いヨット拠点としての機能を将来へ継承していく

視点２：【ねらい】マリンレジャーの拠点とそこにつながる陸や海の回遊空間を形成していく

視点３：【ねらい】誰もが安心して利用できる海辺の憩いや学び・体験の場を提供していく
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（３）ゾーニングと回遊

海の回遊

陸の回遊

14

海辺の遊び場ゾーン （視点３ 海に親しむ環境づくり ）

小戸公園と隣接した砂浜や岩場を活かした「海辺の遊び場ゾーン」

・小さな子どもが砂浜で戯れ，親子連れなどが公園と一体的に利用しています。
・様々な世代が交流しながら海に関する学びや体験を行っています。

ヨットゾーン （視点１ ヨット環境の維持・強化 ）

浮桟橋や艇置場，クラブハウスなどの基本施設を中心とした「ヨットゾーン」

・浮桟橋やクラブハウスでは機能の充実が図られ，学生のヨット活動が盛んに行われて
おり，多くの大会が開催されるなど，将来に渡ってヨット環境が引き継がれています。

・常設のヨットでクルージングなどが体験でき，誰もがヨットを身近に感じることが
できます。

海辺の賑わいゾーン （視点２ 新たな賑わいの創出と回遊性の向上 ）

緑地や駐車場，艇置場などの空間や海域を有効活用する「海辺の賑わいゾーン」

・海域ではマリンスポーツが体験でき，ヨットハーバーではカフェなどで海を眺めながら
ゆっくりとくつろぐことができます。

・大会開催時以外は使われていない空きスペースを有効活用して，イベント等が開催され，
多くの人で賑わっています。

回遊
（視点２ 新たな賑わいの創出と回遊性の向上 ）

・海や緑を感じながらジョギングやウォーキングなどを楽しむことができます。
・ヨットやカヌーを体験しながら海からの眺めを楽しむことができます。

海を見ながらウォーキングやジョギングなどが楽しめる陸の回遊

ヨットハーバーからマリノア，生の松原，能古島へヨットやカヌーを利用した海の回遊

各視点に基づいた取組みを行っていく場として，視点に対応したゾーニングを設定しています。

マリノア

能古島

生の松原

海辺の遊び場
ゾーン

海辺の賑わい
ゾーン
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ヨットゾーン

浮桟橋には，ヨット利用者のヨットとともに，
いつでも誰でも利用できるヨットが係留され，
パーティーや宿泊なども行われている。

艇置場は学生の部活動のために確保され，
大会時にはディンギーヨットで活気づいている。

クラブハウスではシャワー室や更衣室，トイレなどの設備が充実し，誰もが使いやすい施設となっている。

15

浮桟橋やクラブハウスなどの施設や設備が充実したヨットゾーン

主なゾーンのイメージ
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海辺の賑わいゾーン

海辺のカフェや休憩施設などを誰でも気軽に利用
できる。

海域ではマリンスポーツ教室が開催され，
いつでも誰でも体験できる。

艇置場等の空きスペースでは，イベントが開催され
多くの人で賑わっている。

緑地で夕日を眺めながらのアウトドア体験等が
楽しめる。

16

海辺の立地を活かした施設は誰でも利用でき，マリンスポーツなどが気軽に楽しめる
賑わいゾーン

主なゾーンのイメージ
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海辺の賑わいゾーン（陸の回遊ルート）

海の景色を見ながら多くの人がジョギングや
ウォーキングを楽しんでいる。

17

海を見ながらジョギングやウォーキングなどが楽しめる陸の回遊路

ヨットハーバーから小戸公園を抜け，
マリノアからマリナ通りを通る1周
約３ｋｍの周回コースとして利用されている。

レンタルサイクルスポットが整備され，
海辺のサイクリングを楽しんでいる。

ランナーのための施設が整備され，快適に
利用できる。

主な回遊のイメージ

マリノア

小戸公園

ヨットハーバー
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海辺の賑わいゾーン（海の回遊ルート）

ヨットやカヌーを体験しながら，海からの眺め
を楽しむことができる。

18

ヨットハーバーからマリノア，生の松原，能古島へ海からの眺めを楽しめる海の回遊路

ヨットで能古島など博多湾内のクルージング
を楽しむことができる。

主な回遊のイメージ

マリノア

能古島

生の松原
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海辺の遊び場ゾーン

19

波が穏やかな砂浜や岩場など，誰もが安全に遊べ，海に関する学びや体験ができる
遊び場ゾーン

生き物と海に触れ，海辺を身近に感じること
ができる。

波が穏やかな砂浜で夕日を見ながらヨガ
などを行うことができる。

海辺や砂浜と小戸公園の通路が一体的に利用
され，人々が行き来している。

誰もが気軽に海辺のレクリエーションを楽し
むことができる。

主なゾーンのイメージ

43



３ 今後望まれる機能・施設

機能・施設 内容

ヨットの係留・保管

・基本施設であるクラブハウス，浮桟橋や
艇置場を維持する。

・利用状況に応じた補修等を行う。

学生のヨット活動支援

・ディンギーヨットの保管，修理施設や部室，
更衣室の整備により，学生が活動しやすい
環境づくりを進める。

・全国規模で活躍する人材を輩出する
学生ヨットの大会開催を支援する。

・使用料の負担軽減により，学生のヨット活動
を支援する。

市民ヨット教室

・初心者でも安心してヨットを体験できる。

・多様なヨット教室を実施することでヨットの
すそ野を広げていく。

クルージング体験

レンタルヨット

・いつでも気軽にクルージングを体験できる
マリーナづくりを進める。

・ヨットの貸し出しを行い，誰でもヨットを

楽しめる場を提供する。

船上パーティー

船内泊

・海からの眺めを楽しみながら食事や宿泊
体験ができる新たなレジャーの場を提供する。

設定したゾーンにおいて，望まれる機能や施設を示しています。

20

ヨットゾーン
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海洋性スポーツの普及

ヨットを楽しむ仕掛け

施設の機能維持やヨットに親しむ環境づくりによるヨット普及の場を提供

ヨット船内での飲食パーティーや船内泊など非日常的な空間を提供
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機能・施設 内容

マリンアクティビティ

体験

・SUP，SUPヨガ，シーカヤック

・海辺で初心者でも気軽に楽しめる体験教室を
開催する。

・当日申し込みで誰もが利用できるメニューを用意

する。

カフェ

レストラン

・海辺で日常を忘れて，海を見ながらゆっくりと
くつろげる食と癒しの空間を提供する。

・ヨット，夕日，海，緑などのロケーションを活かした

空間を提供する。

宿泊施設
・海辺で非日常を感じられるホテルなどの宿泊施設
を設置する。

アウトドア
・食材を完備した手ぶらで楽しめるバーべキュー

スペースを提供する。

イベントの開催
・駐車場や艇置場などの空きスペースを活用した
イベントを開催する。

22

海辺の賑わいゾーン

※ＳＵＰ（スタンドアップパドルボードの略称）
ボードの上に立ちパドルを漕ぎ水面を進む水面スポーツ
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マリンアクティビティ体験

海辺の憩いの空間

マリンアクティビティの一大拠点として，誰もが利用できる場を提供

海や夕日といった絶好の眺望を楽しめる場を提供
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回遊ルート

導入機能・施設 内容

ジョギング・

ウォーキングコース
・１周約３ｋｍの周回コースを設定する。

ステーション

（ランニング・マリンス
ポーツ）

・更衣室，ロッカールーム， シャワールーム等
を整備する。

・レンタルショップ，物販スペース，健康志向の
カフェ等を併設する。

レンタルサイクル・
電動キックボード

・誰でも気軽に利用できる貸し出し用の

ステーションを設置する。

ヨットやカヌーでの
回遊

クルージング

・マリノアや生の松原など近隣への回遊ルート
としてヨットやカヌーを活用する。

・博多湾内のクルージングを活性化する。

24

マリノア
能古島

生の松原

マリノア
小戸公園

ヨットハーバー
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陸の回遊コース

ランニングコースやステーションを整備し，海や緑を感じながらジョギングや
ウォーキングができる環境を提供

海の回遊コース

ヨットやカヌーでマリノア，生の松原，能古島へも回遊を楽しめる環境を提供
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機能・施設 内容

海とのふれあい
・子どもから高齢者まであらゆる世代が安心・安全に

遊ぶことができる場を提供する。

生き物観察会
・海の生態を学んだり，岩場にいる生き物の観察や

潮干狩りなどを楽しめる場を提供する。

海辺の環境学習 ・海の環境について学べる場を提供する。

26

海辺の遊び場ゾーン
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貴重な自然海岸で海とふれあう学びの場を提供

海を大切にする子どもたちの学びの場を提供

27

海とのふれあい

海辺の環境学習
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４ 将来イメージ

28

博多湾西部エリアは人が集まり憩いや楽しみが感じられる魅力あるエリアです。このエリ
アをさらに市民にとって貴重な財産にしていくために，ヨットハーバーを中心とした賑わい
づくりを行い，小戸公園など周辺施設と連携しながら，エリア全体の賑わいや回遊性を高め
る取組みを進め，このエリアが持つ本来の魅力を引き出し，新たな価値を創出していきたい
と考えます。

誰もがマリンアクティビティを体験できる海域と砂浜ジョギングや散策する人が行きかう海沿いの回遊ルート

夕日を眺めながらくつろげるレストラン

（１）新たな価値の創出に向けた取組みイメージ
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開放的な芝生広場やオープンカフェ 空きスペースを活用したイベントの開催
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砂浜と海域，緑地

■現在の状況

■将来イメージ 砂浜，海域では多くの人で賑わっており，開放的なくつろぎの空間となっている。
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艇置場

■現在の状況

31

空きスペースが開放，活用され，いろいろなイベントで賑わっている。■将来イメージ
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駐車場

■現在の状況

■将来イメージ

32

夕日が映えるロケーションで食事が楽しめる。
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海沿いの通路

■現在の状況

■将来イメージ

33

海や緑を感じながら，ジョギングやウォーキングを楽しめる。
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34

（２）新たな価値が創出された博多湾西部エリアの将来イメージ
ヨットハーバーを中心とした賑わいづくりにより，このエリアが持つ本来の魅力が引き出され，

市民にとって「新たな価値」が創出された博多湾西部エリア全体の将来イメージです。
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