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第 1回福岡市ヨットハーバーに係る指定管理者選定委員会議事録 

〇日時：令和 2年 8月 12日(火) 10時 00分～11時 30分 

〇場所：福岡市港湾空港局局議室 

■審議事項１ 募集要項等に関すること

【事務局】 

・説明

【委員】 

・募集要項の概要について，前回の募集要項との大きな違いというのは，13「新たな賑わ

い創出に向けての事業の提案」か。

【事務局】 

・その通りである。今回，博多湾西部エリアの新たな価値の創出について，自主事業とし

て指定管理者から提案を求めるところが大きな違いである。

【委員】 

・参考資料の「博多湾西部エリアの新たな価値の創出」として，ヨットハーバーに求める

ものはヨット環境の維持・強化と，親水性，憩いの空間の提供の強化である。with コ

ロナ，not コロナの中で，福岡の中で観光スポットが限られてくる。今後のインバウン

ドを見込む魅力的な福岡に，ヨットハーバーは，魅力的な観光地に位置付けることがで

きる。今回は，当初予定されていた民営化ではなく，指定管理としての公募であるが，

投資はどこまでのものを想定しているのか。 

・また，小戸公園との一体化，連携について，小戸公園との関係というのはどうなってい

るのか。

【事務局】 

・今回，ヨットハーバーの指定管理を継続することになったため，民営化のような大規模

な投資は難しいと考えている。 

・マリンアクティビティー，砂浜，海域を活用したイベントなどについて，近くにある小

戸公園のバーベキューにおいて，連携が実施可能だと考えている。

・カフェなどは大きな投資が必要になるので，民営化後で実施されるものと想定してい

る。

【委員】 

・その区分については，募集要項で明確に記載するのか。明確にしておかないと，指定管

理に応募する方も迷うのではないか。

【事務局】 

・応募書類 21 ページの自主事業に係る取組みの様式において，「特に小戸公園と隣接す

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

1



者も気軽に参加できるイベントの開催などについて積極的に提案してください。」と記

載している。 

【委員】 

・小戸公園の管理はどうなっているのか。連携，一体化はどのように可能なのか，

【事務局】 

・小戸公園も，今年度指定管理者の公募をしている。ヨットハーバーの指定管理者から小

戸公園と連携するようなイベント開催の提案があった際には，公園側の指定管理者も

協力するよう，小戸公園の募集要項に記載していると聞いている。公園側の新しい指定

管理者と組んで，ヨットハーバーとできる限り連携していくことができると考えてい

る。 

【委員】 

・インバウンドの回復は遅れると思われる。当面は，マイクロツーリズムとして，近場で

旅行が中心である。福岡市のキャッチーは「暮らすように旅する」。まさに市民と同じ

ように遊べる，町を楽しめる，ショッピング，おいしいものを食べる，プラス少し行け

ば海があり，公園がある。市民生活をエンジョイできるような観光政策をとっている。

その中で，ヨットハーバーは，大きなポイントであり，新たな賑わい創出に向けた事業

の提案が非常に大事となる。今後の問題点の中に，ヨット市場の低迷などいろいろある

が，特に市民の親しみが薄いというところがまだ弱いのかなと思う。市民が行くところ

は，来た人が十分に楽しめるものがあると思う。ヨットの利用者だけでなく，ヨットに

乗らない市民も，見るだけでも楽しい，癒しを感じるというように，このエリアを自主

事業や，面白いイベントを行い，東区，都市圏など，より広いエリアから色々な人が来

るような提案を期待する。

【委員】 

・ヨットゾーンと賑わいゾーンをどのように考えていいのかがわからない。ヨットを持っ

ている人や，マリンスポーツをしている人たちが中心で，市民が気軽に立ち入れないの

ではないか。賑わいや遊びがあれば，市民が行くと思う。市民がヨットに関心を持って

ほしいのか，環境を整えたところに消費者として来てほしいのか，もう少しはっきりさ

せた方がいい。ヨットハーバーは，スポーツ大会や学生の活動で利用されていると聞い

ているが，部活動やレースを見るのは楽しいと思う。 

【委員】 

・ヨットハーバーでヨットの利用者と一般の方が同時に利用することについて，問題点を

聞きたい。 

【委員】 

・ヨットハーバーは，当初ヨット競技場として作られた。いい風が吹く海面，陸上のヨッ

トを整備するスペースがいる。それがヨットハーバーとしての役目である。

・もうひとつはクルーザーという大きな船を保管するという機能を持っている。そこに賑

2



わい施設を入れ，いろいろな人が来るとなると，保管上のセキュリティの問題になる。

市民の方にもヨットの関心を持ってほしいが，そこに不安もある。そのあたりのエリア

の設定が非常に難しい。 

・我々は，全国的に評価が高いアメリカズカップなどを福岡で実施し，ヨット競技場とし

ての機能を維持していきたいと考えている。例えば，公園と一体化した利用で，公園で

人の賑わいを作って，そこに景観としてヨットがあるというスタイルが一番いい。そこ

に民営化として民間のアイデアを盛り込みたいという思いがある。 

・公園とセクションが違うのでうまくいくのかなという思いがある。

【委員】 

・ヨットの利用者からすると，市民が気楽に入ることに不安はあると思う。

【委員】 

・日常活動をする，船を置いているところに多くの人が出入りするのは疑問がある。ただ

一つの景観としてみていただくような施設があるのは非常にいいのではないか。 

【委員】 

・欧米やオセアニアなど，たくさんのクルーザーがある景観を見たら気持ちがいい。シー

サイドのレストランなど大人気ではないか。ウッドデッキを歩きながら，それだけです

ごいと感動したり，かっこいいと感じる。それが楽しみである。 

【委員】 

・エリアをきちんと分けて使い方を決めるという提案が必要になってくる。

【委員】 

・私は，係留されているのを見るよりも，動いているヨットやクルーザーを見るのが楽し

い。他の委員が言ったようにウッドデッキや，レストランなどがあれば，より楽しめる。 

・係留の場所だけでは，そこに入ってはいけないと感じる。ヨットを所有している人たち

には，入ってほしくないという思いはあると思う。スマートにキープアウトのところと

そうではないところを分ける。反感を持たれないように分けることが必要。 

【委員】 

・ここで求められている多機能型のマリーナというのは，ヨット環境の維持とヨットマン

のためのハーバーであると同時に市民が親水性に親しむといった憩いの空間という意

味で，簡単なことではない。きちんとセキュリティも含めたゾーニングが必要である。 

【委員】 

・開場時間は条例で決まっていると思うが，この制限は外せるのか。将来的に民営化を見

据えたときに，今回，提案者側に運営時間も提案してもらう方がいいと思う。12 月 29

日から 1 月 3 日が休みとなると年末のカウントダウンのイベントなどできない。色々

な提案を求めていいのではないか。 

【事務局】 

・条例施行規則上「休場日については市長が認めたときに変更することがある。」となっ
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ており，個別に対応できる。 

【委員】 

・応募者が，提案できることがわかるような記載にした方がいいと思う。

【委員】 

・利用料金について，指定管理者の経営努力のために直接収受できることになっている

が，この設定は条例の範囲内で設定できるとあるが，指定管理者はどのように利用料金

を設定できるのか。

【事務局】 

・条例はあくまで上限である。指定管理者が決まった後，利用料金の設定について，指定

管理者から市の方に申請してもらう。市はそれを承認する形をとっているので，指定管

理者の裁量が働くところになる。

【委員】 

・駐車場の時間は，どうなっているのか。

【事務局】 

・駐車場の開場時間は，原則として，４月１日から 10月 31日までは午前７時から午後８

時まで，11 月１日から翌年３月 31 日までは午前８時から午後７時までと記載してい

る。必要に応じて延長するというのは可能である。 

【委員】 

・事務局から提案された募集要項案は基本的にこのままとし，自主事業，新たな賑わい創

出の提案のため，事業者から開場日の提案もできるような表記とすることでよいか。 

【各委員】 

・異議なし

■審議事項２ 「評価項目及び評価基準」に関すること

【事務局】 

・説明

【委員】 

・平成 30年度の採点表と比べ，自主事業の部分が加配点されたため，以前に比べて，利

用者サービスの部分の評価が小さすぎるのではないか。

・また，事業の提案の評価について，3-①，3-③，5-①の内容が重複しているように見受

けられる。

・管理運営について，4「の利用促進及び管理経費の縮減等」，8「経費の縮減」も重複し

ているように思う。 

【事務局】 

・利用者サービスについては，配点を改める。

・重複する項目については，整理する。
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【委員】 

・3-⑤「危機管理・安全対策」について，コロナ対策の提案があった時には，評価した方

がいいのではないか。

【事務局】 

・評価項目に追記する。

【委員】 

・危機管理・安全対策について，先ほど他の委員からいただいた意見のようにもっと多く

の市民が入り込むということを前提として考えるとすると，資産を持っている方のた

めの，セキュリティ面の安全確保ということも入れた方がいいと思う。 

【委員】 

・エレベーターはないのか。

【事務局】 

・バリアフリーの観点から各施設についてのエレベーターを含めた課題は認識している。 

可能な範囲で，バリアフリーを最大限対応したい。

【委員】 

・あとは垂直移動だけが課題である。２階に上がれたら，夕日を見たり，海を見ながら本

を読むなど，とても素敵な空間になる。垂直移動が可能にならない限り活用できない。

バリアフリー基準はすごく厳しい。エレベーターを後付けするのは費用がかかると思

うが，階段に，横に座る走行装置をつけるなど，他の方法で対応できないか。若い人か

らお年寄りをターゲットにしないといけない。特に自然に触れるというのはすごく豊

かなものである。

【事務局】 

・ヨットハーバーを今後どうしていくか考える際に，誰もがバリアなく利用できる，親し

めるという視点で行っていきたいと思う。予算の事はあるが，使いやすい施設に市の施

設をしていきたいと思う。 

【委員】 

・来年からコロナが収まっている前提で提案を求めるのか。前提によってイベントなどの

提案内容が変わってしまうと思う。 

【事務局】 

・分かるように整理する。

【委員】 

・自主事業の新たな価値の創出は，指定管理の４年間の中での提案で難しいのではない

か。

【事務局】 

・4年間なので，施設整備，投資というのは難しい。市としては，今まで行われていたカ

ヌー教室等，そういったソフト面でのイベント提案を求めたい。
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【委員】 

・博多湾の西部エリアの新たな価値の創出を見ると，指定管理の範囲内ではとてもできな

い。博多湾の西部エリアの新たな価値の創出を提示されるとより大きなものを求めて

いるようにミスリードしてしまう可能性はある。 

【委員】 

・9「地場中小企業の育成」とあるが，地場企業と中小企業との定義とは何か。

【事務局】 

・地場企業は，福岡市に主たる事務所を有している企業のことである。

・中小企業とは，卸売業，サービス業，小売業など，それぞれの資本金，もしくは従事雇

用の従業員の人数の大小で判断される。

【委員】 

・大企業がいいとは思わないが，きちんと経営していただく必要がある。

【委員】 

・市の経済施策として中小企業の育成は重要である。

【委員】 

・民間企業に比べてみれば実力は同等ではないが，非営利組織 NPO を指定管理に加える

というのも，育てていくという観点から重要であり、そのために特別な配慮が行われる

ことがある。今回の中小企業も同様のことかと思う。

・以上の意見を踏まえて採点表を修正していただきたい。修正内容については，委員長に，

一任いただいてよいか。 

【各委員】 

・異議なし

【委員】 

・良い選定につながるような募集要綱，評価基準にしていただきたいと思う。
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第２回福岡市ヨットハーバーに係る指定管理者選定委員会議事録 

〇日時：令和 2年 10 月 27 日(火) 14時 00分～16時 00分 

〇場所：福岡市ヨットハーバー会議室 

■審議事項 応募書類の書類選考（審議，採点）

【事務局】 

・本市の外郭団体である博多港開発株式会社が含まれている。公平かつ客観的に審議され

るよう各団体から提出された応募書類について，事務局で可能な範囲で団体名が分か

らないようにして委員に配布しているが，審議にあたっては，外郭団体であることを特

段考慮することなく，公平，公正に審査を行ってもらいたい。 

【委員】 

・Ａ団体の賑わいの創出に向けた事業提案は具体的であるが，ヨットハーバーのどの場所

で行うことを想定しているのか応募書類では分からなかった。ヒアリングで尋ねたい

と思う。 

【委員】 

・モーターボートの常時係留はできないことは，事業者には事前に説明しているのか。

【委員】 

・現在，ヨットハーバーでモーターボートを係留した実績はないのか。

【事務局】 

・ヨット利用者との安全確保の観点から，常時の係留は認めていない。ただし，関係者の

合意を得て，イベントなど一時利用に限り認めている例はある。その旨は公募前の問い

合わせで事業者に説明している。

【委員】 

・モーターボートは利用者が困るということか。

【事務局】 

・現在の施設では，狭いエリアでヨットとモーターボートが混在すると事故の危険性があ

ると考えている。 

【委員】 

・利用者はモーターボートに反対である。

【委員】 

・モーターボートの導入は指定管理者の判断になるのか。

【事務局】 

・市の判断となるが，ヨット利用者との安全確保を行った上で関係者の合意がとれれば将

来的には可能と考えている。あくまでも関係者の合意が前提である。 
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【委員】 

 ・仮採点の段階で３点以上の差がある項目は１項目のみであり，各委員の評価に差はない

ものと考えられる。 

【委員】 

 ・委員ごとに評価の視点が異なるのではないか。 

【事務局】 

・本委員会には，様々な視点から審議を行っていただきたいと考えている。各分野から委

員をお願いしており，その主旨からも各委員にはそれぞれの視点をもって，積極的に意

見交換のうえ評価をお願いしたい。 

 

〇経営基盤について 

＜委員より応募団体の経営基盤について説明＞ 

 

【委員】 

・Ａ団体，Ｂ団体ともそれぞれ収支計画の指定管理料が若干違うが，指定管理事業として

は，最終的な損益に差がない。 

・それぞれの団体の本体事業において，大きな赤字が出た場合に，４年間の指定管理事業

に影響が及ぶかどうかを審査した結果，Ａ団体とＢ団体を比較するとＢ団体の方が安

全と評価できる。 

・Ａ団体はＢ団体に比べてリスクはあるが，許容範囲内である。自主事業など積極的な提

案などいい面がある。 

・Ｂ団体の経営基盤はしっかりしている。 

【委員】 

・Ａ団体は，構成団体が中小企業ばかりであるが，不可ではないということでよいか。 

【委員】 

・決算期ごとに収益が大きく変化しており，安定していないが，中小企業だとごく普通に

あることである。 

【委員】 

・今回の応募団体は，マリンレジャーの業者が多く，コロナの影響も大きく受けていると

思う。 

【委員】 

 ・私見だが，一般的に，大きな企業は，経営の安定のため，新しいことにチャレンジをあ

まりしない。 

  それに比べて，スタートアップ企業や小さな企業は，経営は不安定だが，新しいことに

チャレンジするなどの傾向がある。どういう管理を求めるかにつながるので，判断が難

しい。 
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 ・Ａ団体はいろいろな事業に挑戦している。 

 

〇評価項目について 

【委員】 

 ・各項目の順に審議を行いたい。 

【委員】 

 ・評価項目１「管理運営方針」について，ヨットハーバーの設置趣旨は，海洋思想であ

る。学生ヨットの支援などの提案を行っているＢ団体を評価した。 

・Ａ団体はモーターボートを主体としたマリーナ施設の運営である。 

【委員】 

 ・評価項目２－①「管理・責任体制，人員任用計画」について，Ａ団体は施設職員を何

人常駐するといった具体的な内容が分からなかったが，Ｂ団体は具体的である。 

【委員】 

 ・Ａ団体は，土木分野などの資格が明示されており，専門的な技術をもった職員の配置

によって，安定した管理運営を行えるのではないかと思う。 

 【委員】 

  ・Ｂ団体は障がい者雇用について，生の松原特別支援学校との提携など具体的に書いて

いる。 

・Ａ団体は，関東圏において，ブラインドセーリング連盟等と連携していると記載して

いるが，九州にはそのような連盟がない。本市のヨットハーバーでどうしていくつも

りか疑問に思った。 

【委員】 

・Ｂ団体は，障がい者雇用に関する記載が具体的であり，高評価としている。 

【委員】 

 ・両団体ともよい内容の提案があったと思う。 

【委員】 

 ・どちらも同程度の内容と思う。 

【委員】 

 ・私もどちらも同程度の内容と思う。 

 【委員】 

  ・評価項目３－①「施設の運営に係る考え方及び運営計画」について，Ａ団体はライフ

ジャケットの着用推進について記載しているが，利用者は当然のことと認識してい

るのではないか。 

・安全講習会については，事故が起きた場合の対応に関することが重要。Ａ団体は，海

上保安部などの安全講習会としているが，モーターボート中心の内容である。本市の

ヨットハーバーにとっては，実務的ではない。Ｂ団体の方を評価した。 

9



【委員】 

・Ａ団体の方がより具体的な内容を記載している。

【委員】 

・評価項目３－②「利用者に対するサービスの質の確保及び施設の利活用の推進」につ

いて，Ａ団体は，魅力的な内容だが実現可能なのか疑問である。ドッグランなどの提

案について，場所や実施時期をどうするつもりなのだろうか。特に夏の土日はヨット

の利用者も多い。11 月以降であれば利用者も少ないが。

・Ｂ団体は現状維持で手一杯という印象である。

【委員】 

・書いている以上は実施すると思う。

・Ａ団体は，市民へヨットの裾野を広げていくという意味ではよいのではないか。

【委員】 

・Ａ団体はグランピングをどこでやるのか。

【委員】 

・Ａ団体の方が提案内容がおもしろい。観光の視点から高く評価しているが，実行性に

ついては，ヒアリングで聞いてみたいと思う。

【委員】 

・Ａ団体は，ビーチでのヨガについて記載しているが，ヨットハーバーの海域の砂浜は

潮の満ち引きがあるので，使える場所が狭い。実際には難しいのではないか。

【委員】 

  ・Ａ団体は，ユニバーサルデザインや補助犬ガイド士養成講座への参加などを提案して

いるが，「障がい者が海を親しめる」という提案が欲しかった。 

【委員】 

・評価項目３－③「施設の適正な管理運営」について，Ａ団体の方が資格を有した者の

配置など具体的に提案している。

【委員】 

・私も同じ意見である。

【委員】 

・Ａ団体は，施設の防犯対策が分かりにくく，標準的と判断した。

・Ｂ団体は，防犯カメラの設置など，具体的な防犯対策について高評価としている。

【委員】 

・評価項目３－⑤「危機管理・緊急時対応」について，Ａ団体は，海上の事故対応につ

いての記載がない。

【委員】 

・Ａ団体は，防犯について，記載が確認できない。
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【委員】 

 ・評価項目４－①「自主事業の取組み」について，Ｂ団体は収支など具体的に提案して

いる。 

  ・Ａ団体のチャータークルージングなどはスタッフの常駐の関係で無理なのではない

か。 

  ・レンタルシーカヤック，SUP といった提案があるが，常時レンタルしても安全管理や

救助体制などを考えると難しいのではないか。 

  ・ヨットハーバーの湾内は波があるので，シーカヤックや SUPをしても楽しくないので

はないか。 

 【委員】 

  ・ヨット利用者の利便性を基本に考えなければならないが，一般市民が遊びに来れる施

設にしていくことも大切である。バランスを考えて判断していく必要がある。現状維

持でよいということでもないと思う。 

 【委員】 

  ・賑わいを作っていくためには，ある程度のスペースが必要であるが，ヨットハーバー

にはそのスペースがない。小戸公園まで含めて賑わいを創出していけるとよい。 

  ・テーマが必要である。賑わいよりも高齢者も楽しめる癒しのエリアにすればよいので

はないか。 

   ・キャンピングカーの駐車場利用などはよいのではないか。 

 【委員】 

   ・キッチンカーの提案はおもしろいと思った。 

 【委員】 

  ・Ａ団体は，自主事業の提案数が多く，期待しており，高評価としている。 

【委員】 

 ・評価項目５「運営実績・ノウハウ」，評価項目６「個人情報の保護」について，Ａ団

体は，モーターボート中心のマリーナ施設の管理運営の経験はあるが，ヨット施設の

管理運営の経験がない。 

 ・Ｂ団体は，長崎などでも指定管理を行っており，ヨット施設の管理実績がある。 

【委員】 

 ・Ｂ団体は，評価項目５「運営実績・ノウハウ」について，料金設定にも踏み込んでお

り，高評価としている。 

  ・Ａ団体は，評価項目６「個人情報の保護」について，個人情報流出についても記載が

あり，高評価としている。 

【委員】 

 ・評価項目７「収支計画」について，Ａ団体の方が，指定管理料が安いが，両団体あま

り変わらない。  
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【委員】 

・評価項目７－①「管理経費の縮減」について，Ａ団体は，維持修繕について，具体的

に記載してあり，高評価としている。

・評価項目７－②「収支計画書」について，Ａ団体を，高評価としている。
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第３回福岡市ヨットハーバーに係る指定管理者選定委員会議事録 

〇日時：令和２年 10 月 29 日(木) 13時 00分～16時 30分 

〇場所：福岡市港湾空港局局議室 

■審議事項 公募施設 申請団体のヒアリング

【Ａ団体】 

（提案内容について説明） 

【委員】 

・構成企業の株主等に大きな会社は入っているか。

【Ａ団体】 

・出資関係はないが，当方のグループと協力関係にある一部上場企業がおり，その上場企

業が，所有又は運営する東京・千葉・神奈川のマリーナ施設の実際の運営を当方の会社

において行っている。この企業には，小戸のヨットハーバーでも協力してもらうことと

している。 

【委員】 

・昨年度の決算において赤字となっている企業が含まれているが，理由は何か。また回復

の見込みあるのか。

【Ａ団体】 

・役員が独立し，退職したため，退職金が発生した。また，独立に伴い，顧客の一部がそ

ちらへ移行した。

・コロナに伴い，一時経営は悪化したが，マリン業界全体では好況であり，今期前半の見

通しでは回復している。

【委員】 

・マリンスポーツ，マリンレジャーの普及振興や，新たな利用者の拡大に対する基本的な

考え方は何か。

・関東の実績はあるが，小戸に可能性を感じている理由は何か。

【Ａ団体】 

・マリン業界においても，少子高齢化の課題があると認識しており，10 年程前からジュ

ニアの育成に取り組んでいる。関東の自治体と共働して，小学校の授業でヨット教室を

開催するなどし，少しずつマリン人口が増え始めている。 

・ヨットの利用に関しては，楽しむ部分とレースで競い合う部分がある。両方をうまく調

整できるようパイプ役として担ってきたと考えている。ヨットについては，レース等関

東より福岡の方が進んでいると考えているので，学びながら，新しい要素を加えて展開
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していきたい。 

・全国で約 400 か所のマリーナ・ヨットハーバーがある中で，西の雄として，小戸ヨット

ハーバーの名前が挙がる。タモリカップやアメリカズカップも行われており，聖地と捉

えている。 

・まちと緑と海が近い場所は他にはない。小戸公園とともにうまく活性化できればと思

い，提案した。

・ビーチ，公園，ヨットハーバーが隣接しているので，現在あまり活用されていない緑地

を活用していきたいと考えている。

・会社としてペットツーリズムを進めている。公園に遊びに来たついでに，ヨットハーバ

ーにも来てもらい，海を体験していただきたいというコンセプトである。緑の魅力を感

じている。

【委員】 

・ガーデンサイドのドッグガーデンの提案は，常設なのか，それともイベントの時のみな

のか。

・健常者と障がい者で分け隔てない利用促進とは具体的に何か。

・将来的に，障がい者が海やヨットを親しめるような考えはあるか。

【Ａ団体】 

・ドッグガーデンは常設として考えている。

・ガーデンサイドと小戸公園側との段差の解消など一緒にイベントを楽しめる空間づく

りをしていきたい。

・現在，関東で視覚障がい者の団体と連携して，ブラインドセーリング等を行っているの

で，福岡でも同じような団体と連携しながら行いたい。 

【委員】 

・現在，市民に対しヨット教室を 30回くらい行っている。ヨットハーバーにおけるヨッ

ト教室の実施はどのように考えているか。

・ドッグガーデンの具体的な場所や，開設時期はどう考えているのか。

【Ａ団体】 

・市の要求水準に基づき，引き続き年間 30回以上のヨット教室を開催する。

・緑地を改良し，柵を作ってドッグガーデンにしたい。設置にあたっては，市と協議しな

がら行っていく。ヨット利用者との干渉を避けるため，秋以降の設置を想定している。

【委員】 

・砂浜は潮の満ち引きがあるが，ビーチサイドにおける提案は，可能なのか。

・シーカヤックやサップのレンタルの実施場所や時期については，どのように考えている

か。 

【Ａ団体】 

・ビーチサイドにおける提案は，常時開催ではない。潮目によって砂浜の使用できる部分
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が変わるので，具体的実施方法はしっかり考える。 

・シーカヤックやサップは，海の中道で行っている業者と協力し行う予定である。ヨット

ハーバー内の岸壁近くの空いているスペースをフェンスで囲い，保管庫を設置し，平日

でも貸出できるようにしたい。 

【委員】 

 ・セーリング部分に力を入れる割合は，どの程度か。 

【Ａ団体】 

 ・基本的には，ヨットハーバーの今までの実績を継続していくことが大事であると考えて

いる。それに付加する形で，公園との中間エリアである緑地の活用について独自性を出

していきたい。 

 

【Ｂ団体】 

  （提案内容について説明） 

 

【委員】 

・学生ヨットの支援がありがたい。 

・ヨットハーバーにない設備等は，西福岡マリーナと共用するという提案でいいか。 

 ・キャンピングカーは具体的にどのようなものか。 

【Ｂ団体】 

・西福岡マリーナと連携予定である。 

・キャンピングカーについては，駐車場の奥に設置することを構想している。ただ，電気

や，給排水等の設備が必要であること，費用の問題があること，進入経路についての公

園側との調整が課題である。 

【委員】 

 ・博多港西部エリアのビジョンは持っているのか。 

【Ｂ団体】 

・西部エリアの資源を有効活用したいと考えている。ヨットハーバーは基本的にスポーツ

施設と考えている。ポイントは，小戸公園とどう連携していくかだが，ヨットハーバー

だけの力では，エリア全体を動かすのは難しいので，市と議論が必要であると考えてい

る。 

【委員】 

 ・アクセスディンギーの提案は障がい者でも安心して楽しめると思う。 

【委員】 

・北部九州に管理施設が多いが，どのようなシナジー効果があると思うか。 

【Ｂ団体】 

・お互いにレースの運営時に人員を応援したり，ヨットハーバーに上架できない大きな船
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を，近隣マリーナに斡旋するなどである。今後は，クルージングやレースの共同開催な

どグループ展開を行っていきたいと考えている。 

・スタッフ一人一人はスキルが高いが，オールマイティではない。遠くても３時間弱でス

タッフを派遣できるため，様々なトラブルがあった際にそれに応じた専門スタッフを

派遣できる。 

■審議事項 指定管理候補者選定

【委員】 

・前回の審議，応募団体のヒアリングを踏まえて採点していただいた結果，Ａ団体の４－

②「自主事業 新たな価値の創出」について，加重前で３点以上の差があった。集計結

果を開示する前に各委員の意見を伺う。

【委員】 

・事業計画は実現可能なものでないといけないと考えている。Ａ団体の提案は，ハード

ルが高いものが多い。Ｂ団体が実際的である。

【委員】 

・Ａ団体の提案は，実現可能性が低いと思っていたが，ヒアリングの結果，実績もあり，

実現可能性があると判断した。

【委員】 

・ドッグガーデンなどは，あまり新たな価値ではないと感じた。海，自然に関する提案が

重要ではないのか。

【委員】 

・ヒアリングを行って，ドッグガーデンなど提案内容の魅力を感じた。実現可能性を考え

て採点してはいない。

【委員】 

・本日のヒアリングを行った結果，実績も十分にあり，現在の利用者も守られると判断

した。公共施設であるヨットハーバーをよりよいものにしてほしい。

【委員】 

・実現可能性の問題はモニタリングで評価されるべきと考えている。選定の段階では実現

可能性を基にその内容の適否を判断すべきではない。実現できなかった場合は，次期選

定の際にペナルティとして評価される。 

・今までヨットハーバーに興味がなかった人を呼びこむ仕掛けは新たな価値だと考えて

いる。

【委員】 

・新しい価値にも色々あると思う。海を見ながら癒しを感じるということが重要であると

思う。 
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【委員】 

・イベントが常時行われているわけではない。今までヨットハーバーに来たことがない人

に，ドッグガーデンを通じて知ってもらうことにもなる。 

【委員】 

・提案している以上は，しっかりと実施してほしい。

【委員】 

・ヨットハーバーは，そもそもインターハイ時に，競技大会のために作られたという経緯

があるので，賑わいづくりばかりされても仕方がない。

【委員】 

・今までの実績は継続すると言っていた。

【委員】 

・もう一度，各委員で採点を見直して，集計することとしたい。

■審議事項 集計結果について

【委員】 

・Ａ団体の４－②「自主事業 新たな価値の創出」に関する再採点を踏まえ，集計した結

果，Ａ団体が 728 点，Ｂ団体が 724点となっている。一方，Ａ団体を高く評価した委員

数は３人で，Ｂ団体を高く評価した委員は４人である。総合点数の上位者と委員の多数

意見が異なることについて，各委員の意見を伺いたい。

【委員】 

・点数と委員の数が逆になっている。点数は，各委員の判断基準が，違うのではないか。

【委員】 

・基準が違うことをすべて加味したうえで，専門分野の異なる各委員が出した結果が総合

点数ではないか。 

【委員】 

・一般的に実績のある方が有利と思うが，この点数差で，ほぼ互角というのは，Ａ団体に

対して相応の評価がなされていると思う。

【委員】 

・それぞれの項目で公正に評価されており，総合点数の大小で判断していいと思う。

【委員】 

・各委員，評価の基準は違うが，それぞれの基準で採点しているので，総合点数で判断

していいと思う。

【委員】 

・一人一票と考えるなら，人数の多い方でもいいと思う。

【委員】 

・各項目について点数を付けるという方法でやっている。委員の人数で決めるわけでは
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ないと思う。 

【委員】 

・項目ごとに配点が違うので，このような結果になったのではないか。

【委員】 

・予め評価基準及び配点は，当委員会において決めた。また，採点表は同じものを使って

いる。それに基づいて，各項目ごとに採点している。各委員も，Ａ，Ｂどちらを選ぶか

を先に決めて採点したということではなく，Ａ，Ｂの各項目を採点した結果が，各団体

の総合点数である。単純に総合点数でいいのではないか。

【委員】 

・加重配点については，すでに審議済みである。総合点数でいいのではないか。Ｂ団体は

２期指定管理者をやっていて現状が変わっていないので，今後も変わることはないだ

ろう。Ａ団体がやってみてもいいと思う。

【委員】 

・予め評価基準及び配点は，委員会において，審議したことである。各委員の判断結果を

集計した結果が総合点数だと考えている。

【委員】 

・現に利用者がいる。Ａ団体は，マリーナの実績はあるが，ヨットハーバーの経営実績

がないので心配である。指定管理者が変わって，大幅に運営が変わり，利用上支障が

でるようであれば問題である。

【委員】 

・Ａ団体の提案に，利用者の声を反映するとの記載がある。講評の際に，管理運営にあ

たり利用者の声を反映することを明記してはどうか。

【委員】 

・実績のある方が有利という中で，Ｂ団体は実績があり，リスクが少ないと考えられる。

一方で，Ａ団体に対する各委員の意見においても，リスクはあるかもしれないが新し

い展開が期待できるという評価されている。今後，しっかりモニタリングしていくこ

とが重要である。 

・各委員の意見を踏まえ，委員の数によるではなく，総合点数で上位者のＡ団体を委員

会として候補者に選定する。

【各委員】 

・異議なし
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