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１ 指定管理者制度の趣旨 

指定管理者制度は，公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ，経費の節減だけでなく

住民サービスの向上を図ることを目的とした制度です。 

農林業ふれあい施設の指定管理者の指定にあたっては，広く事業者を募集し，管理運営

について，制度趣旨を踏まえた創意工夫のある提案を募集します。 

２ 農林業ふれあい施設について 

この募集要項において指定管理者を募集する農林業ふれあい施設とは，福岡市農林水産局

が所管する下記の施設をいいます。 

１ 花畑園芸公園 

２－１ 今津リフレッシュ農園 

２－２ 立花寺緑地リフレッシュ農園 

（２－１及び２－２の総称を「福岡市市民リフレッシュ農園」といいます。） 

（１）施設の役割

１ 花畑園芸公園 

花畑園芸公園は，福岡県農業試験場跡地の立地条件を活かし，園芸振興拠点施設

として園芸作物の総合的な実験展示及び市民の園芸知識向上の場とするとともに，

市民が自然に親しめる緑の憩いの場として，昭和５９年１１月に開園した果樹を特

色とする都市公園です。 

みかん狩り等の果実採取，農園芸相談，実習農園体験等の様々な講座の実施など，

広く市民に利用されています。 

２ 福岡市市民リフレッシュ農園 

 福岡市市民リフレッシュ農園は，農作物の栽培体験の場を提供することにより，

市民の余暇の活用及び健康の増進に寄与するとともに農業への理解を促進し，もっ

て本市農業の振興及び活性化に資することを目的とした，市民向け農園です。 

２－１ 今津リフレッシュ農園 

 平成９年開園。ふれあい農園ではじゃがいも・玉ねぎ・いちご等の収穫体験，

夏～秋にはぶどう・みかんの果樹採取体験が楽しめます。 

２－２ 立花寺緑地リフレッシュ農園 

平成１５年開園。体験農園以外にも芝生広場等を整備し，緑の憩いの場とし 

て広く市民に利用されています。 
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 （２）施設の概要 

   １ 花畑園芸公園 

ア 所在地   福岡市南区柏原７丁目の一部及び大字桧原の一部 

イ 敷地面積  １４.７ｈａ 

ウ 主な施設  常緑果樹展示園，落葉果樹展示園，珍果樹展示園，熱帯果樹温室，

養液栽培施設，ブドウ室，園芸センター，展望台，レストハウス，

芝生広場，催し広場，花壇広場，駐車場，管理事務所 

  エ 設置年月  昭和５９年１１月 

 

   ２－１ 今津リフレッシュ農園 

ア 所在地   福岡市西区今津５６８５ 

イ 敷地面積  ７ｈａ 

     ウ 主な施設  体験農園（休憩ハウス付農園，集合農園，棚式農園），ふれあい農

園，果実採取園，モデル農園，交流センター（シャワー，ロッカ

ー，研修室，管理事務所，相談コーナー，休憩フロア，トイレ），

作業棟，調理棟，芝生広場，調整池，パーゴラ，倉庫，駐車場 

   エ 設置年月  平成９年９月（平成７年８月一部開園） 

 

２－２ 立花寺緑地リフレッシュ農園 

ア 所在地   福岡市博多区立花寺２丁目９－１５ 

イ 敷地面積  １．７ｈａ 

     ウ 主な施設  集合農園，クラブハウス（研修室（調理実習室），管理事務所，売

店，倉庫棟（シャワー，ロッカー，農具倉庫，休憩所，トイレ），

四季の丘広場，芝生広場，憩いの広場，せせらぎ，遊具，パーゴ

ラ，花園，駐車場 

   エ 設置年月  平成１５年９月 

 

 （３）施設に附属する備品 

    備品については，仕様書にある「備品台帳」のとおりであり，無償で貸与します。 

 

３ 指定期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間 

 

４ 管理・運営業務内容 

管理・運営業務内容の詳細については，「指定管理者 管理運営仕様書」のとおりです。 
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５ 管理・運営経費について 

 （１）管理・運営に関し本市が負担する令和３年度指定管理料の上限（税込） 

   １ 花畑園芸公園           ９６，２５８千円 

   ２－１ 今津リフレッシュ農園     ４５，７３１千円 

   ２－２ 立花寺緑地リフレッシュ農園  ２６，２４０千円 

  （実際にお支払いする指定管理料は，会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごと

に，指定管理者から応募時に提案された金額をもとに，毎年度，実施協定書を締結する中

で市と指定管理者の協議によって決定します。） 

 

 （２）本市が支払う指定管理料に含まれるもの 

    指定管理料については，管理運営業務の執行に係る次の経費が含まれるものとして，

その金額をお支払いします。なお，原則，余剰が生じた場合でも市への返納は不要です。

（ただし，修繕費及び備品購入費については除く。） 

    ① 人件費 

    ② 事務費 

    ③ 管理費（※修繕費及び備品購入費(年度末に精算します。)，光熱水費，保守管理費等） 

    ④ 事業費 

   

  ＜修繕費の取扱い＞ 

・修繕については，本来，市が直接行うべきものですが，指定管理者が臨機応変に対応 

できるよう，指定管理料のうち，各施設下記の金額を修繕費と定め，年度終了後の実績

報告に基づき精算を行います。精算の結果，余剰が生じた場合は，市へ返納していただ

きます。ただし，不足が生じた場合の追加支給は行わないものとします。 

・なお，修繕を行う場合は，原則，市との事前協議が必要です。（軽微なもの（10 万円以

内）及び緊急を要するものを除く。） 

   １ 花畑園芸公園            １，１００千円（税込） 

  ２－１ 今津リフレッシュ農園        ５５０千円（税込） 

  ２－２ 立花寺緑地リフレッシュ農園     ３３０千円（税込） 

 

＜備品購入費の取扱い＞ 

   ・公の施設に必要な備品は，本来，市が直接購入すべきものですが，指定管理者が臨機

応変に対応できるよう，指定管理料のうち，各施設下記の金額を備品購入費と定め，

年度終了後の実績報告に基づき精算を行います。精算の結果，余剰が生じた場合は，

市へ返納していただきます。ただし，不足が生じた場合の追加支給は行わないものと
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します。 

・備品とは，購入価格が概ね税込５万円以上かつ耐用年数が２年以上のものをいいます。

なお，指定管理料で購入した備品の帰属は，本市となります。 

   １ 花畑園芸公園            ５５０千円（税込） 

   ２－１ 今津リフレッシュ農園      ３３０千円（税込） 

   ２－２ 立花寺緑地リフレッシュ農園   ３３０千円（税込） 

    

 （３）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）ごとにお支払いします。 

    なお，支払い方法については，毎月，前金でお支払いします。（具体的な支払方法等は，

協定等で定めます。） 

 

 （４）管理口座 

    指定管理料及び収入は，当該指定管理業務専用の口座を用意し，他の事業等で使用し

ている口座とは別に管理してください。 

 

６ 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 応募団体（グループの場合，代表構成団体及び構成団体）は，福岡市内に事務所を置

くものとします。 

   ③ 応募者の制限 

     次に該当する団体は，応募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

規定するもの 

    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

税及び市町村税に係る徴収金を滞納しているもの 

    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

たもの 
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    ｄ 団体又はその代表者が，次のいずれかに該当するもの 

     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 団体及びその代表者が，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 

      選定委員，本市職員及び募集関係者に対して，本件応募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 

      施設ごとに，１団体（グループ）につき，応募は１件とします。同一施設につい

て，同一団体（グループ）が複数の応募を行うことや，他のグループの代表構成団

体及び構成団体になることはできません。 

   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 

      応募書類を提出した後に辞退する際には取下げ書（様式 11）を提出してください。 

   ⑦ 費用負担 

      応募に関して必要となる費用は，団体の負担とします。 

   ⑧ 応募書類の追加 

      市が必要と認める場合は，追加して書類の提出を求めることがあります。 

   ⑨ 提出書類の取扱い・著作権 

      団体の提出する書類の著作権は，それぞれ作成した団体に帰属します。 

      なお，農林業ふれあい施設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，また，その他市長が必要と認める時には，本市は提出

書類の全部又は一部を使用できるものとします。 
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７ 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 ７月１６日 ～ ８月３１日 

② 募集要項の配布                ７月１６日 ～ ８月３１日 

③ 募集要項に関する質問の受付          ７月２８日 ～ ８月 ４日 

④ 募集要項に関する質問の回答          ８月１１日 

⑤ 応募書類の受付                ８月１７日 ～ ８月３１日 

 

 （２）指定管理者の募集手続 

   ① 募集要項の配布 

      配布期間：令和２年７月１６日（木）～８月３１日（月）１７時まで 

      配布場所：福岡市ホームページからダウンロードしてください。 

② 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７月２８日（火）～ ８月４日（火）１７時まで 

   受付方法：質問書（様式１０）に記入のうえ，問い合わせ先（１４ページ記載）まで 

電子メールに添付して送付してください。 

③ 募集要項に関する質問の回答 

質問に対する回答は，福岡市ホームページへ掲載いたします。（８月１１日掲載予定） 

④ 現地見学会 

施設等の現地見学会は，施設を公開していることから実施しません。 

応募予定団体が自ら現地を見学することは構いませんが，現地管理事務所の職員から直

接説明を受けることはできません。 

 

 （３）応募書類 

    応募時に次の書類をそれぞれ６部（原本１部，コピー５部）提出してください。なお，

様式の規格は，Ａ４縦とします。 

   ① 指定申請書（様式１） 

      グループによる応募の場合は，付属資料として，共同事業体協定書の写し及び共

同事業体応募構成書（様式２）を提出してください。 

   ② 事業者に関する書類 

ａ 団体概要説明書（様式３） 

ｂ 定款，寄附行為，規約その他これらに類する書類 

    ｃ 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か年の事業報告書

（設立２年以内の場合は，設立後の事業報告書） 

 

-8-



    ｄ 法人にあっては， 

     ⅰ 当該法人の登記事項証明書（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

     ⅱ 法人税，消費税，地方消費税及び市町村税に係る徴収金に滞納がないことの証

明書（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

     ⅲ 賃借対照表（過去３年分） 

     ⅳ 損益計算書（過去３年分）及び付属書類 

       〈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）。なお，非常勤従業員数は，８時間で１人と換算してくださ

い。） 

     ⅵ 役員名簿（氏名・フリガナ・性別・生年月日）（様式４） 

   ※共同事業体で応募する場合は，それぞれの構成団体の上記書類を提出してください。 

    ｅ その他の団体にあっては， 

     ⅰ 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び過去２か年の収支決算

書（設立２年以内の場合は，設立後の収支決算書） 

     ⅱ 財産目録 

     ⅲ 所得税，消費税，地方消費税及び市町村税に係る徴収金に滞納がないことの証

明書（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

     ⅳ 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）。なお，非常勤従業員数は，８時間で１人と換算してくださ

い。） 

     ⅴ 役員名簿（氏名・フリガナ・性別・生年月日）（様式４） 

   ※役員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。 

    福岡市では，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 提案書  

     管理運営業務の事業計画書（様式５） ※記入についての枚数制限はありません。 

   ④ 指定管理の実績（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む。） 

   ⑤ 暴力団排除に関する誓約書（様式６） 

   ※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。 
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   ⑥ 団体運営における法令等の遵守状況に関する申告書 

ａ 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７） 

ｂ 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８）及びその添付書

類 

※ｂは，ａの申立書において「該当がある」とした場合のみ提出してください。 

⑦ 中小企業の活性化に係る評価に関する申立書（様式９） 

※中小企業の活性化に係る評価に関する申立書については，中小企業（みなし大企業を除

く）に該当する団体の場合のみ提出してください。 

⑧ その他，本市が必要と認めた場合は，追加書類の提出を求める場合があります。 

 

 （４）応募書類の受付 

    応募書類を次のとおり受け付けます。 

     受付期間：令和２年８月１７日（月）～ ８月３１日（月） （土日を除く。） 

          １０時～１７時（１２時～１３時を除く） 

     受付方法：持参による提出 

     受付先 ：問い合わせ先（１４ページ記載）に同じ 

 

８ 選定について 

（１）選定手続 

指定管理者の選定は，公募型プロポーザル方式により審査を実施し，指定管理者の候補

者を選定します。 

 

（２）選定委員会 

   指定管理者の候補者を選定するため，農林業ふれあい施設の指定管理者選定委員会を設

置します。 

選定委員会とは， 

   ① 指定管理者の候補者の選定のため，選定基準や募集要項の検討を行う。 

   ② 団体から提出される応募書類について，ヒアリングなどで詳細な内容を把握し，本

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のかを事務局で確認し

ます。その結果，応募に関する制限事項及び禁止事項に該当すると認められた団体

は，ヒアリングに参加することができません。その場合は，該当する団体あてに郵

送にて通知します。 
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   ② ヒアリングの実施 

      資格審査を通過した団体に対して，選定委員会によりヒアリングを実施したうえ

で，提案された内容を総合的に審査します。 

    開催日時：令和２年９月下旬（予定） 

 ＊ヒアリングの実施方法の詳細については，別途通知します。 

 （４）選定における評価基準について 

    応募内容を以下の基準により審査し，農林業ふれあい施設の各施設を最も適切に管理

することができる団体を選定します。 

    ただし，評価点の平均が１１７点以上であることを最低制限基準とし，これを満たさ

ない団体については選定から除外します。次点候補者の選定及び応募団体が１団体のみ

であった場合も同様とします。 

   〔１〕施設運営の考え方（５点） 

  施設の設置目的を踏まえた適切な運営ができる団体であるか。 

〔２〕業務遂行力（９０点） 

 施設の管理運営を行う能力を十分に備えた団体であるか。 

 ① 経営の安定性 

 ② 年間計画 

 ③ 要員配置計画及び必要な人材の確保・育成計画 

 ④ 危機管理・安全対策 

 ⑤ 個人情報の保護・情報公開・暴力団排除 

 ⑥ 環境への配慮 

〔３〕施設の効用の発揮（８０点） 

 施設の効用を十分発揮できる団体であるか。 

       ① 利用者サービスの質の確保・向上 

       ② 効果的な集客・利用促進 

       ③ 地域やボランティアとの連携 

       ④ 効率的運営，効率化への取組 

〔４〕収支計画（２０点） 

  提案内容に見合った無理のない収支計画であり，かつ効率的な管理運営ができる

団体であるか。 

〔５〕地場中小企業の活性化（５点） 

  地場中小企業の活性化及び育成を図るため，応募団体（グループの場合，構成団

体のいずれか）が要件に該当する場合に加点する。 
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   〔６〕団体運営における法令等の遵守状況（審査項目に該当する場合，５点を減点） 

  法令等を遵守した運営を行う団体であるか。 

 

 （５）候補者の選定方法 

    指定管理者の候補者の選定は，次の手順により行います。 

   ① 選定委員ごとに，審査項目の配点（２００点満点）に基づき，各団体の評価点を集

計するとともに，上記（４）〔５〕又は〔６〕に該当する団体については加点又は

減点を行います。 

団体ごとに評価点の平均を算出し，最低制限基準点（１１７点）に満たない場合は，

これ以降の集計及び審査から除外します。 

② 選定委員ごとに，評価点が高い団体から順に，５点，４点，３点，２点，１点， 

６位以下は０点として順位点を付けます。 

   ③ 各団体の選定委員全員分の順位点を合計した総合順位点を集計し，得点上位５団体

を最終審査候補とします。 

   ④ ヒアリングの結果や選定委員会の意見を参考に総合的に判断し，総合順位点上位５

団体の中から，市が指定管理者の候補者を決定します。 

 

９ 選定後の流れについて 

（１）選定後のスケジュール 

① 選定結果の通知              令和２年１０月中旬予定 

② 指定管理者の候補者の公表             １０月中旬予定 

③ 指定管理者の候補者との仮協定の締結        １１月上旬予定 

④ 指定管理者の指定（基本協定締結）         １２月予定 

⑤ 指定管理者との実施協定締結        令和３年４月１日予定 

 

 （２）選定結果等の通知及び公表 

    選定結果は，応募書類を提出した応募者に対して速やかに郵送にて通知します。 

   なお，グループで応募した場合は，グループの代表構成団体宛に通知します。 

また，選定の経過及び結果は，指定管理者の候補者を選定した後に，福岡市のホーム 

ページへの掲載等により公表します。ホームページには，候補者及び第２順位（次点）の

団体名も公表します。 

 

（３）選定された指定管理者の候補者との協議 

本市は，指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。候補者との協議が成立しない場合は，次点の候補者と協議を行います。 

   なお，次点としての権利を有しているのは，令和２年度末までです。 
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（４）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） 

 

（５）協定の締結 

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，この指定の日か 

ら，先に締結した仮協定が本市との正式な協定となります。 

 

１０ 協定について 

選定された指定管理者の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 管理業務の基本的項目（業務の範囲，指定の期間等） 

② 実施協定の締結 

③ 経理に関する事項 

④ 事業の報告，モニタリング等に関する事項 

⑤ 委託料の支払に関する事項 

⑥ 損害賠償に関する事項 

⑦ 情報公開及び秘密の保持に関する事項 

⑧ 個人情報の取扱いに関する事項 

⑨ 指定の取消に関する事項 

⑩ 指定期間終了時に関する事項 

⑪ 法令，条例等に関する事項 

⑫ その他市が必要と認める事項 

 
（２）実施協定 

基本協定に基づき，毎年度，本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，実施協定書を締結します。 

なお，実施協定書の締結にあたり，毎年度２月末までに事業計画書を市に提出いただ

きます。 

 

１１ 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

定管理者によって提供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
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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，利用者アンケート

等の確認）し，②評価（指定管理者自己評価，第三者評価，市による総合評価）を行うこ

とです。本市は，指定期間中にモニタリングを実施します。なお，評価にあたり，指定期

間中に２回（２年目，４年目），有識者・専門家等からなる第三者評価を行います。 

 

（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，月次報告書，指定管理者自己評価シート（利用者アンケート結果を含む。）を提

出いただきます。 

 

（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，本

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。 

 

１２ その他 

（１）関係法令の遵守 

   業務を遂行するうえで，関連する法令を必ず遵守する必要があります。 

農林業ふれあい施設の各施設における関連する法令については，「指定管理者 管理運

営仕様書」に記載しています。 

 

（２）引継業務 

引継業務の内容については，概ね次のとおりです。引継業務等における人件費等の費

用はすべて指定管理者として指定された団体の負担となります。また，新しく指定管理

者が変る場合は，同様に次期指定管理者への引継業務を実施してください。 

   ① 従前の指定管理者からの業務引継 

   ② 事業計画書作成業務 など 

 

（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。 
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（４）公表・公開について

選定の過程や選定結果，指定管理者の評価結果については，本市ホームページにて公表

します。 

また，提案書等市に提出する書類については，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）第三者への委託について

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委託することは禁止されています。 

なお，委託の相手方は，「福岡市競争入札参加停止等措置要領」に基づく競争入札参加

停止中又は排除措置中の者は委託先になることができません。 

（６）損害賠償と賠償補償保険

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，下記の支払限度額を充たす賠償補償保険へ加入

してください。 

・身体事故  １億円（１名につき），１０億円（１事故につき） 

・財物事故  ２千万円（１事故につき） 

（７）施設関係資料の閲覧について

施設関係資料（図面，備品一覧，事業報告書等）については，下記のとおり閲覧期間

を設けます。持ち帰りやコピーはご遠慮ください。 

【閲覧期間】 令和２年７月１６日（木）～８月３１日（月） （土日祝日を除く） 

１０時～１７時（１２時～１３時を除く） 

【閲覧場所】 福岡市農林水産局総務農林部農業振興課 

福岡市中央区天神 1－8－1（福岡市役所本庁舎 14 階） 

（８）問い合わせ

＜主催者及び事務局＞

〒810－8620 
福岡市中央区天神 1－8－1（福岡市役所本庁舎 14 階） 
農林水産局 総務農林部 農業振興課  指定管理候補者公募担当

ＴＥＬ：０９２－７１１－４８５２

ＦＡＸ：０９２－７１４－４０３３

E-mail：n-shinko.AFFB@city.fukuoka.lg.jp

※電子メールを送信の際は，件名冒頭に「【指定管理者公募】」と入力して

ください。

-15-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理者募集要項 
 

農林業ふれあい施設 

         ○福岡市油山市民の森 
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１ 指定管理者制度の趣旨 

指定管理者制度は，公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ，経費の節減だけでなく

住民サービスの向上を図ることを目的とした制度です。 

農林業ふれあい施設の指定管理者の指定にあたっては，広く事業者を募集し，管理運営

について，制度趣旨を踏まえた創意工夫のある提案を募集します。 

 

２ 農林業ふれあい施設について 

この募集要項において指定管理者を募集する農林業ふれあい施設とは，福岡市農林水産局

が所管する下記の施設をいいます。 

〇 福岡市油山市民の森 

 

 （１）施設の役割 

   福岡市油山市民の森は，明治１００周年事業として，市民に森林を開放して美しい自然

環境及び自然観察の場を与え，自然愛護に対する意識の高揚に資するとともに林業の普及

改良を図ることを目的とし,民間団体を中心とする「市民の森運動本部」をはじめ，市民参

加のもとに整備され，昭和４４年に開園しました。また，昭和６３年には野鳥や昆虫など

小動物とのふれあいの場として自然観察の森が開園しました。 

緑の憩いの場として，ハイキング，キャンプ，アスレチック，自然観察，森林浴などの

様々な目的で広く市民に利用されています。 

  

 （２）施設の概要 

     ア 所在地   福岡市城南区大字東油山，南区大字桧原，柏原 

イ 敷地面積  ９３．７ｈａ 

     ウ 主な施設  管理センター，自然観察センター，展望台，公衆便所，駐車場，

自然観観察の森，花木園，つばきの森，世界の樹木園，県木の森，

もみじ谷，遊具施設，キャンプ場，つり橋 

     エ 設置年月  昭和４４年４月（自然観察の森 昭和６３年４月） 

 

 （３）施設に附属する備品 

    備品については，仕様書にある「備品台帳」のとおりであり，無償で貸与します。 

 

３ 指定期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの１年間 

 

４ 管理・運営業務内容 

管理・運営業務内容の詳細については，「指定管理者 管理運営仕様書」のとおりです。 
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５ 管理・運営経費について 

 （１）管理・運営に関し本市が負担する令和３年度指定管理料の上限（税込） 

    ９７，１６０千円 

  （実際にお支払いする指定管理料は，会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごと

に，指定管理者から応募時に提案された金額をもとに，毎年度，実施協定書を締結する中

で市と指定管理者の協議によって決定します。） 

 

 （２）本市が支払う指定管理料に含まれるもの 

    指定管理料については，管理運営業務の執行に係る次の経費が含まれるものとして，

その金額をお支払いします。なお，原則，余剰が生じた場合でも市への返納は不要です。

（ただし，修繕費及び備品購入費については除く。） 

    ① 人件費 

    ② 事務費 

    ③ 管理費（※修繕費及び備品購入費(年度末に精算します。)，光熱水費，保守管理費等） 

    ④ 事業費 

   

  ＜修繕費の取扱い＞ 

・修繕については，本来，市が直接行うべきものですが，指定管理者が臨機応変に対応 

できるよう，指定管理料のうち，各施設下記の金額を修繕費と定め，年度終了後の実績

報告に基づき精算を行います。精算の結果，余剰が生じた場合は，市へ返納していただ

きます。ただし，不足が生じた場合の追加支給は行わないものとします。 

・なお，修繕を行う場合は，原則，市との事前協議が必要です。（軽微なもの（10 万円以

内）及び緊急を要するものを除く。） 

     ５５０千円（税込） 

 

＜備品購入費の取扱い＞ 

   ・公の施設に必要な備品は，本来，市が直接購入すべきものですが，指定管理者が臨機

応変に対応できるよう，指定管理料のうち，各施設下記の金額を備品購入費と定め，

年度終了後の実績報告に基づき精算を行います。精算の結果，余剰が生じた場合は，

市へ返納していただきます。ただし，不足が生じた場合の追加支給は行わないものと

します。 

・備品とは，購入価格が概ね税込５万円以上かつ耐用年数が２年以上のものをいいます。

なお，指定管理料で購入した備品の帰属は，本市となります。 

     ５５０千円（税込） 
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 （３）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）ごとにお支払いします。 

    なお，支払い方法については，毎月，前金でお支払いします。（具体的な支払方法等は，

協定等で定めます。） 

 

 （４）管理口座 

    指定管理料及び収入は，当該指定管理業務専用の口座を用意し，他の事業等で使用し

ている口座とは別に管理してください。 

 

６ 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 応募団体（グループの場合，代表構成団体及び構成団体）は，福岡市内に事務所を置

くものとします。 

   ③ 応募者の制限 

     次に該当する団体は，応募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

規定するもの 

    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

税及び市町村税に係る徴収金を滞納しているもの 

    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

たもの 

    ｄ 団体又はその代表者が，次のいずれかに該当するもの 

     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 
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     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 団体及びその代表者が，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 

      選定委員，本市職員及び募集関係者に対して，本件応募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 

      施設ごとに，１団体（グループ）につき，応募は１件とします。同一施設につい

て，同一団体（グループ）が複数の応募を行うことや，他のグループの代表構成団

体及び構成団体になることはできません。 

   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 

      応募書類を提出した後に辞退する際には取下げ書（様式 12）を提出してください。 

   ⑦ 費用負担 

      応募に関して必要となる費用は，団体の負担とします。 

   ⑧ 応募書類の追加 

      市が必要と認める場合は，追加して書類の提出を求めることがあります。 

   ⑨ 提出書類の取扱い・著作権 

      団体の提出する書類の著作権は，それぞれ作成した団体に帰属します。 

      なお，農林業ふれあい施設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，また，その他市長が必要と認める時には，本市は提出

書類の全部又は一部を使用できるものとします。 

 

７ 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 募集要項の配布            令和２年７月１６日 ～ ８月３１日 

③ 募集要項に関する質問の受付          ７月２８日 ～ ８月 ４日 

⑤ 募集要項に関する質問の回答          ８月１１日 

⑥ 応募書類の受付                ８月１７日～ ８月３１日 
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 （２）指定管理者の募集手続 

   ① 募集要項の配布 

      配布期間：令和２年７月１６日（木）～８月３１日（月）１７時まで 

      配布場所：福岡市農林水産局総務農林部森林・林政課 

② 募集要項に関する質問の受付 

   募集要項の内容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７月２８日（火）～ ８月４日（火）１７時まで 

   受付方法：質問書（様式１１）に記入のうえ，問い合わせ先（１３ページ記載）まで 

電子メールに添付して送付してください。 

③ 募集要項に関する質問の回答 

質問に対する回答は，質問者に対して電子メール又はＦＡＸにて随時回答します。 

 

 （３）応募書類 

    応募時に次の書類をそれぞれ６部（原本１部，コピー５部）提出してください。なお，

様式の規格は，Ａ４縦とします。 

   ① 指定申請書（様式１） 

      グループによる応募の場合は，付属資料として，共同事業体協定書の写し及び共

同事業体応募構成書（様式２）を提出してください。 

   ② 事業者に関する書類 

ａ 団体概要説明書（様式３） 

ｂ 定款，寄附行為，規約その他これらに類する書類 

    ｃ 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か年の事業報告書

（設立２年以内の場合は，設立後の事業報告書） 

    ｄ 法人にあっては， 

     ⅰ 当該法人の登記事項証明書（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

     ⅱ 法人税，消費税，地方消費税及び市町村税に係る徴収金に滞納がないことの証

明書（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

     ⅲ 賃借対照表（過去３年分） 

     ⅳ 損益計算書（過去３年分）及び付属書類 

       〈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）。なお，非常勤従業員数は，８時間で１人と換算してくださ

い。） 

     ⅵ 役員名簿（氏名・フリガナ・性別・生年月日）（様式４） 
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   ※共同事業体で応募する場合は，それぞれの構成団体の上記書類を提出してください。 

    ｅ その他の団体にあっては， 

     ⅰ 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び過去２か年の収支決算

書（設立２年以内の場合は，設立後の収支決算書） 

     ⅱ 財産目録 

     ⅲ 所得税，消費税，地方消費税及び市町村税に係る徴収金に滞納がないことの証

明書（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

     ⅳ 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）。なお，非常勤従業員数は，８時間で１人と換算してくださ

い。） 

     ⅴ 役員名簿（氏名・フリガナ・性別・生年月日）（様式４） 

   ※役員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。 

    福岡市では，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 提案書  

     管理運営業務の事業計画書（様式５） ※記入についての枚数制限はありません。 

   ④ 指定管理の実績（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む。） 

   ⑤ 暴力団排除に関する誓約書（様式６） 

   ※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。 

   ⑥ 団体運営における法令等の遵守状況に関する申告書 

ａ 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７） 

ｂ 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８）及びその添付書

類 

※ｂは，ａの申立書において「該当がある」とした場合のみ提出してください。 

⑦ 中小企業の活性化に係る評価に関する申立書（様式９） 

※中小企業の活性化に係る評価に関する申立書については，中小企業（みなし大企業を除

く）に該当する団体の場合のみ提出してください。 

⑧ その他，本市が必要と認めた場合は，追加書類の提出を求める場合があります。 

 

 

 

 

-23-



 （４）応募書類の受付 

    応募書類を次のとおり受け付けます。 

     受付期間：令和２年８月１７日（月）～ ８月３１日（月） （土日祝日を除く。） 

          １０時～１７時（１２時～１３時を除く） 

     受付方法：持参による提出 

     受付先 ：問い合わせ先（１３ページ記載）に同じ 

 

８ 選定について 

（１）選定手続 

指定管理者の選定は，公募型プロポーザル方式により審査を実施し，指定管理者の候補

者を選定します。 

 

（２）選定委員会 

   指定管理者の候補者を選定するため，農林業ふれあい施設の指定管理者選定委員会を設

置します。 

   選定委員会とは， 

    ① 指定管理者の候補者の選定のため，選定基準や募集要項の検討を行う。 

    ② 団体から提出される応募書類について，ヒアリングなどで詳細な内容を把握し，

本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のかを事務局で確認し

ます。その結果，応募に関する制限事項及び禁止事項に該当すると認められた団体

は，ヒアリングに参加することができません。その場合は，該当する団体あてに郵

送にて通知します。 

   ② ヒアリングの実施 

      資格審査を通過した団体に対して，選定委員会によりヒアリングを実施したうえ

で，提案された内容を総合的に審査します。 

    開催日時：令和２年９月下旬（予定） 

 ＊ヒアリングの実施方法の詳細については，別途通知します。 

 

（４）選定における評価基準について 

    応募内容を以下の基準により審査し，福岡市油山市民の森を適切に管理することがで

きる団体を選定します。 
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   〔１〕施設運営の考え方（５点） 

  施設の設置目的を踏まえた適切な運営ができる団体であるか。 

〔２〕業務遂行力（９０点） 

 施設の管理運営を行う能力を十分に備えた団体であるか。 

 ① 経営の安定性 

 ② 年間計画 

 ③ 要員配置計画及び必要な人材の確保・育成計画 

 ④ 危機管理・安全対策 

 ⑤ 個人情報の保護・情報公開・暴力団排除 

 ⑥ 環境への配慮 

〔３〕施設の効用の発揮（８０点） 

 施設の効用を十分発揮できる団体であるか。 

       ① 利用者サービスの質の確保・向上 

       ② 効果的な集客・利用促進 

       ③ 地域やボランティアとの連携 

       ④ 効率的運営，効率化への取組 

〔４〕収支計画（２０点） 

  提案内容に見合った無理のない収支計画であり，かつ効率的な管理運営ができる

団体であるか。 

〔５〕地場中小企業の活性化（５点） 

  地場中小企業の活性化及び育成を図るため，応募団体（グループの場合，構成団

体のいずれか）が要件に該当する場合に加点する。 

   〔６〕団体運営における法令等の遵守状況（審査項目に該当する場合，５点を減点） 

  法令等を遵守した運営を行う団体であるか。 

 

 （５）候補者の選定方法 

    指定管理者の候補者の選定は，次の手順により行います。 

   ① 選定委員ごとに，審査項目の配点（２００点満点）に基づき，各団体の評価点を集

計するとともに，上記（４）〔５〕又は〔６〕に該当する団体については加点又は

減点を行います。 

団体ごとに評価点の平均を算出し，最低制限基準点（１１７点）に満たない場合は，

団体に提案内容の改善を指示します。 

② ヒアリングの結果，改善を指示した提案事項については，事務局が指定する日まで

に改善計画書（様式１０）を提出していただきます。 
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③ ヒアリングの結果や選定委員会の意見を参考に総合的に判断し，市が指定管理者の

候補者として適否を決定します。 

 

９ 選定後の流れについて 

（１）選定後のスケジュール 

① 選定結果の通知              令和２年１０月中旬予定 

② 指定管理者の候補者の公表             １０月中旬予定 

③ 指定管理者の候補者との仮協定の締結        １１月上旬予定 

④ 指定管理者の指定（基本協定締結）         １２月予定 

⑤ 指定管理者との実施協定締結        令和３年４月１日予定 

 

 （２）選定結果等の通知及び公表 

    選定結果は，応募書類を提出した応募者に対して速やかに郵送にて通知します。 

   なお，グループで応募した場合は，グループの代表構成団体宛に通知します。 

また，選定の経過及び結果は，指定管理者の候補者を選定した後に，福岡市のホーム 

ページへの掲載等により公表します。 

 

（３）選定された指定管理者の候補者との協議 

本市は，指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。 

 

（４）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） 

 

（５）協定の締結 

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，この指定の日か 

ら，先に締結した仮協定が本市との正式な協定となります。 

 

１０ 協定について 

選定された指定管理者の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 管理業務の基本的項目（業務の範囲，指定の期間等） 

② 実施協定の締結 

③ 経理に関する事項 

④ 事業の報告，モニタリング等に関する事項 
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⑤ 委託料の支払に関する事項 

⑥ 損害賠償に関する事項 

⑦ 情報公開及び秘密の保持に関する事項 

⑧ 個人情報の取扱いに関する事項 

⑨ 指定の取消に関する事項 

⑩ 指定期間終了時に関する事項 

⑪ 法令，条例等に関する事項 

⑫ その他市が必要と認める事項 
 

（２）実施協定 

基本協定に基づき，本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，

実施協定書を締結します。 

 

１１ 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

定管理者によって提供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，利用者アンケート

等の確認）し，②評価（指定管理者自己評価，第三者評価，市による総合評価）を行うこ

とです。 

本市は，指定期間中にモニタリングを実施します。 

 

（２）事業報告書等の提出 

指定管理者は，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，月次報告書，指定管理者自己評価シート（利用者アンケート結果を含む。）を提出

していただきます。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，本

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。 
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１２ その他 

（１）関係法令の遵守 

   業務を遂行するうえで，関連する法令を必ず遵守する必要があります。 

農林業ふれあい施設の各施設における関連する法令については，「指定管理者 管理運

営仕様書」に記載しています。 

 

（２）引継業務 

引継業務の内容については，概ね次のとおりです。引継業務等における人件費等の費

用はすべて指定管理者として指定された団体の負担となります。また，新しく指定管理

者が変る場合は，同様に次期指定管理者への引継業務を実施してください。 

   ① 従前の指定管理者からの業務引継 

   ② 事業計画書作成業務 など 

 

（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 

選定の過程や選定結果，指定管理者の評価結果については，本市ホームページにて公表

します。 

また，提案書等市に提出する書類については，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）第三者への委託について 

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委託することは禁止されています。 

なお，委託の相手方は，「福岡市競争入札参加停止等措置要領」に基づく競争入札参加

停止中又は排除措置中の者は委託先になることができません。 
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（６）損害賠償と賠償補償保険 

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，下記の支払限度額を充たす賠償補償保険へ加入

してください。 

    ・身体事故  １億円（１名につき），１０億円（１事故につき） 

    ・財物事故  ２千万円（１事故につき） 

 

（７）問い合わせ    

 

 

 

 

 

 

 

＜主催者及び事務局＞ 
  〒810－8620 
  福岡市中央区天神 1－8－1（福岡市役所本庁舎 14 階） 

   農林水産局 総務農林部 農業振興課  指定管理候補者公募担当 
    ＴＥＬ：０９２－７１１－４８５２ 
    ＦＡＸ：０９２－７１４－４０３３ 
    E-mail：n-shinko.AFFB@city.fukuoka.lg.jp 

  ※電子メールを送信の際は，件名冒頭に「【油山市民の森の指定管理につい

て】」と入力してください。 
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農林業ふれあい施設 
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令和２年７月 
 

福岡市農林水産局 

-30-



目  次 

 

１  指定管理者制度の趣旨                  ・・・ ２ 

２  農林業ふれあい施設について               ・・・ ２ 

３  指定期間                        ・・・ ２ 

４  管理・運営業務内容                   ・・・ ２ 

５  管理・運営経費について                 ・・・ ３ 

６  応募について                      ・・・ ４ 

７  募集手続等について                   ・・・ ５ 

８  選定について                      ・・・ ８ 

９  選定後の流れについて                  ・・・１０ 

１０ 協定について                      ・・・１０ 

１１ モニタリング                      ・・・１１ 

１２ その他                         ・・・１２ 

 

別紙１ 指定管理者応募様式集 

別紙２ 指定管理者管理運営仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

-31-



１ 指定管理者制度の趣旨 

指定管理者制度は，公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ，経費の節減だけでなく

住民サービスの向上を図ることを目的とした制度です。 

農林業ふれあい施設の指定管理者の指定にあたっては，広く事業者を募集し，管理運営

について，制度趣旨を踏まえた創意工夫のある提案を募集します。 

 

２ 農林業ふれあい施設について 

この募集要項において指定管理者を募集する農林業ふれあい施設とは，福岡市農林水産局

が所管する下記の施設をいいます。 

〇 油山牧場（以下「牧場」といいます。） 

 

 （１）施設の役割 

      本市の牧場については，公共育成牧場として強健な乳用後継牛を育成し，本市 

畜産業の振興を図ることを目的として，昭和４８年４月に開場し，その後ふれあい

牧場としての機能を付加し，平成８年７月に再開場しました。  

牧場では，畜産の振興を図るとともに市民に家畜や自然とのふれあいの場を提供 

するための施設運営や事業の展開が行われており，今後，牧場が多くの市民に利用 

され，畜産業及び農業理解の促進がなされることが，牧場の役割と考えています。 

 

 （２）施設の概要 

ア 所在地   福岡市南区大字桧原字夫婦石及び大字柏原字西山田 

イ 敷地面積  ４７.４７ha 

     ウ 主な施設  牧場用施設等：牧野用施設，基盤施設等  

ふれあい施設等：畜産資料展示館，ふれあい家畜舎，搾乳牛舎，  

市民研修施設，畜産加工研修施設，管理棟等  

 

   エ 設置年月  昭和４８年４月，公共育成牧場として開場 

平成 ８年７月，観光牧場として再開場 

 

 （３）施設に附属する備品 

    備品については，仕様書にある「備品台帳」のとおりであり，無償で貸与します。 

 

３ 指定期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの１年間 

 

４ 管理・運営業務内容 

管理・運営業務内容の詳細については，「指定管理者 管理運営仕様書」のとおりです。 
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５ 管理・運営経費について 

 （１）管理・運営に関し本市が負担する令和３年度指定管理料の上限（税込） 

    １５２，６３３千円 

  （実際にお支払いする指定管理料は，指定管理者から応募時に提案された金額をもとに，

実施協定書を締結する中で市と指定管理者の協議によって決定します。） 

 

 （２）本市が支払う指定管理料に含まれるもの 

    指定管理料については，管理運営業務の執行に係る次の経費が含まれるものとして，

その金額をお支払いします。なお，原則，余剰が生じた場合でも市への返納は不要です。    

ただし，展示家畜飼養管理業務 及び 交通整理・駐車場警備業務（以下，「契約業務」と

いいます。），修繕費，備品購入費については，年度終了後の実績報告に基づき精算を行

い，その結果余剰が生じた場合は市へ返納するものとします。 

   ① 人件費 

   ② 事務費 

   ③ 管理費（契約業務，修繕費，備品購入費，光熱水費，保守管理費等） 

   ④ 事業費 

   

  ＜修繕費の取扱い＞ 

・修繕については，本来，市が直接行うべきものですが，指定管理者が臨機応変に対応で

きるよう，指定管理料のうち，下記の金額を修繕費と定め，年度終了後の実績報告に基

づき精算を行います。精算の結果，余剰が生じた場合は，市へ返納するものとしますが，

不足が生じた場合の追加支給は行わないものとします。なお，精算を要する契約業務，

備品購入費との間での流用を可能とします。 

・修繕を行う場合は，原則，市との事前協議が必要です。（軽微なもの（30 万円以内）及

び緊急を要するものを除く。） 

     ３，５２０千円（税込） 

 

＜備品購入費の取扱い＞ 

   ・公の施設に必要な備品は，本来，市が直接購入すべきものですが，指定管理者が臨機

応変に対応できるよう，指定管理料のうち，下記の金額を備品購入費と定め，年度終

了後の実績報告に基づき精算を行います。精算の結果，余剰が生じた場合は，市へ返

納するものとしますが，不足が生じた場合の追加支給は行わないものとします。なお，

精算を要する契約業務，備品購入費との間での流用を可能とします。  

・備品とは，購入価格が概ね税込５万円以上かつ耐用年数が２年以上のものをいいます。

なお，指定管理料で購入した備品の帰属は，原則，本市となります。 

・購入価格が１０万円以上の備品を購入する場合は，原則，市との事前協議が必要です。 

     ２，２００千円（税込） 
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 （３）指定管理料の支払い 

    支払い方法については，毎月，前金でお支払いします。（具体的な支払方法等は，協定

等で定めます。） 

 

 （４）管理口座 

    指定管理料及び収入は，当該指定管理業務専用の口座を用意し，他の事業等で使用し

ている口座とは別に管理してください。 

 

６ 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 応募団体（グループの場合，代表構成団体及び構成団体）は，福岡市内に事務所を置

くものとします。また，油山牧場において公共育成を行い，展示家畜の飼養，油山牧場

の管理運営を安定して行うことができる能力を有することとします。 

   ③ 応募者の制限 

     次に該当する団体は，応募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

規定するもの 

    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

税及び市町村税に係る徴収金を滞納しているもの 

    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

たもの 

    ｄ 団体又はその代表者が，次のいずれかに該当するもの 

     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 
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ｅ 団体及びその代表者が，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 

      選定委員，本市職員及び募集関係者に対して，本件応募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 

      施設ごとに，１団体（グループ）につき，応募は１件とします。同一施設につい

て，同一団体（グループ）が複数の応募を行うことや，他のグループの代表構成団

体及び構成団体になることはできません。 

   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 

      応募書類を提出した後に辞退する際には取下げ書（様式 12）を提出してください。 

   ⑦ 費用負担 

      応募に関して必要となる費用は，団体の負担とします。 

   ⑧ 応募書類の追加 

      市が必要と認める場合は，追加して書類の提出を求めることがあります。 

   ⑨ 提出書類の取扱い・著作権 

      団体の提出する書類の著作権は，それぞれ作成した団体に帰属します。 

      なお，農林業ふれあい施設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，また，その他市長が必要と認める時には，本市は提出

書類の全部又は一部を使用できるものとします。 

 

７ 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 募集要項の配布                ７月１６日 ～ ８月３１日 

② 募集要項に関する質問の受付          ７月２８日 ～ ８月 ４日 

③ 募集要項に関する質問の回答          ８月１１日 

④ 応募書類の受付                ８月１７日 ～ ８月３１日 
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 （２）指定管理者の募集手続 

   ① 募集要項の配布 

      配布期間：令和２年７月１６日（木）～８月３１日（月）１７時まで 

      配布場所：福岡市農業振興課 

② 募集要項に関する質問の受付 

   募集要項の内容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７月２８日（火）～ ８月４日（火）１７時まで 

   受付方法：質問書（様式１１）に記入のうえ，問い合わせ先（１３ページ記載）まで 

電子メールに添付して送付してください。 

③ 募集要項に関する質問の回答 

質問に対する回答は，質問者に対して電子メール又はＦＡＸにて随時回答します。 

 

 （３）応募書類 

    応募時に次の書類をそれぞれ６部（原本１部，コピー５部）提出してください。なお，

様式の規格は，Ａ４縦とします。 

   ① 指定申請書（様式１） 

      グループによる応募の場合は，付属資料として，共同事業体協定書の写し及び共

同事業体応募構成書（様式２）を提出してください。 

   ② 事業者に関する書類 

ａ 団体概要説明書（様式３） 

ｂ 定款，寄附行為，規約その他これらに類する書類 

    ｃ 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か年の事業報告書

（設立２年以内の場合は，設立後の事業報告書） 

    ｄ 法人にあっては， 

     ⅰ 当該法人の登記事項証明書（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

     ⅱ 法人税，消費税，地方消費税及び市町村税に係る徴収金に滞納がないことの証

明書（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

     ⅲ 賃借対照表（過去３年分） 

     ⅳ 損益計算書（過去３年分）及び付属書類 

       〈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）。なお，非常勤従業員数は，８時間で１人と換算してくださ

い。） 

     ⅵ 役員名簿（氏名・フリガナ・性別・生年月日）（様式４） 

    ※共同事業体で応募する場合は，それぞれの構成団体の上記書類を提出してください。 
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    ｅ その他の団体にあっては， 

     ⅰ 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び過去２か年の収支決算

書（設立２年以内の場合は，設立後の収支決算書） 

     ⅱ 財産目録 

     ⅲ 所得税，消費税，地方消費税及び市町村税に係る徴収金に滞納がないことの証

明書（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

     ⅳ 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）。なお，非常勤従業員数は，８時間で１人と換算してくださ

い。） 

     ⅴ 役員名簿（氏名・フリガナ・性別・生年月日）（様式４） 

   ※役員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。 

    福岡市では，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

いいたします。 

   ③ 提案書  

     管理運営業務の事業計画書（様式５） ※記入についての枚数制限はありません。 

   ④ 指定管理の実績（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む。） 

   ⑤ 暴力団排除に関する誓約書（様式６） 

   ※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。 

   ⑥ 団体運営における法令等の遵守状況に関する申告書 

ａ 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７） 

ｂ 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８）及びその添付書

類 

※ｂは，ａの申立書において「該当がある」とした場合のみ提出してください。 

⑦ 中小企業の活性化に係る評価に関する申立書（様式９） 

※中小企業の活性化に係る評価に関する申立書については，中小企業（みなし大企業を除

く）に該当する団体の場合のみ提出してください。 

⑧ その他，本市が必要と認めた場合は，追加書類の提出を求める場合があります。 
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 （４）応募書類の受付 

    応募書類を次のとおり受け付けます。 

     受付期間：令和２年８月１７日（月）～ ８月３１日（月） （土日祝日を除く。） 

          １０時～１７時（１２時～１３時を除く） 

     受付方法：持参による提出 

     受付先 ：問い合わせ先（１３ページ記載）に同じ 

 

８ 選定について 

（１）選定手続 

指定管理者の選定は，非公募により審査を実施し，指定管理者の候補者を選定します。 

 

（２）選定委員会 

   指定管理者の候補者を選定するため，農林業ふれあい施設の指定管理者選定委員会を設

置します。 

   選定委員会とは， 

    ① 指定管理者の候補者の選定のため，選定基準や募集要項の検討を行う。 

    ② 団体から提出される応募書類について，ヒアリングなどで詳細な内容を把握し，

本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のかを事務局で確認し

ます。その結果，応募に関する制限事項及び禁止事項に該当すると認められた団体

は，ヒアリングに参加することができません。その場合は，該当する団体あてに郵

送にて通知します。 

   ② ヒアリングの実施 

      資格審査を通過した団体に対して，選定委員会によりヒアリングを実施したうえ

で，提案された内容を総合的に審査します。 

    開催日時：令和２年９月下旬（予定） 

 ＊ヒアリングの実施方法の詳細については，別途通知します。 

 

 （４）選定における評価基準について 

    応募内容を以下の基準により審査し，牧場を適切に管理することができる団体を選定

します。 
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   〔１〕施設運営の考え方（５点） 

  施設の設置目的を踏まえた適切な運営ができる団体であるか。 

〔２〕業務遂行力（９０点） 

 施設の管理運営を行う能力を十分に備えた団体であるか。 

 ① 経営の安定性 

 ② 年間計画 

 ③ 要員配置計画及び必要な人材の確保・育成計画 

 ④ 危機管理・安全対策 

 ⑤ 個人情報の保護・情報公開・暴力団排除 

 ⑥ 環境への配慮 

〔３〕施設の効用の発揮（８０点） 

 施設の効用を十分発揮できる団体であるか。 

       ① 利用者サービスの質の確保・向上 

       ② 効果的な集客・利用促進 

       ③ 地域やボランティアとの連携 

       ④ 効率的運営，効率化への取組 

〔４〕収支計画（２０点） 

  提案内容に見合った無理のない収支計画であり，かつ効率的な管理運営ができる

団体であるか。 

〔５〕地場中小企業の活性化（５点） 

  地場中小企業の活性化及び育成を図るため，応募団体（グループの場合，構成団

体のいずれか）が要件に該当する場合に加点する。 

   〔６〕団体運営における法令等の遵守状況（審査項目に該当する場合，５点を減点） 

  法令等を遵守した運営を行う団体であるか。 

 

 （５）候補者の選定方法 

    指定管理者の候補者の選定は，次の手順により行います。 

   ① 選定委員ごとに，審査項目の配点（２００点満点）に基づき，各団体の評価点を集

計するとともに，上記（４）〔５〕又は〔６〕に該当する団体については加点又は

減点を行います。 

団体ごとに評価点の平均を算出し，最低制限基準点（１１７点）に満たない場合は，

団体に提案内容の改善を指示します。 

② ヒアリングの結果，改善を指示した提案事項については，事務局が指定する日まで

に改善計画書（様式１０）を提出していただきます。 
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③ ヒアリングの結果や選定委員会の意見を参考に総合的に判断し，市が指定管理者の

候補者として適否を決定します。 

 

９ 選定後の流れについて 

（１）選定後のスケジュール 

① 選定結果の通知              令和２年１０月中旬予定 

② 指定管理者の候補者の公表             １０月中旬予定 

③ 指定管理者の候補者との仮協定の締結        １１月上旬予定 

④ 指定管理者の指定（基本協定締結）         １２月予定 

⑤ 指定管理者との実施協定締結        令和３年４月１日予定 

 

 （２）選定結果等の通知及び公表 

    選定結果は，応募書類を提出した応募者に対して速やかに郵送にて通知します。 

   なお，グループで応募した場合は，グループの代表構成団体宛に通知します。 

また，選定の経過及び結果は，指定管理者の候補者を選定した後に，福岡市のホーム 

ページへの掲載等により公表します。 

 

（３）選定された指定管理者の候補者との協議 

本市は，指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。 

 

（４）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） 

 

（５）協定の締結 

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，この指定の日か 

ら，先に締結した仮協定が本市との正式な協定となります。 

 

１０ 協定について 

選定された指定管理者の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 管理業務の基本的項目（業務の範囲，指定の期間等） 

② 実施協定の締結 

③ 経理に関する事項 

④ 事業の報告，モニタリング等に関する事項 
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⑤ 委託料の支払に関する事項 

⑥ 損害賠償に関する事項 

⑦ 情報公開及び秘密の保持に関する事項 

⑧ 個人情報の取扱いに関する事項 

⑨ 指定の取消に関する事項 

⑩ 指定期間終了時に関する事項 

⑪ 法令，条例等に関する事項 

⑫ その他市が必要と認める事項 
 

（２）実施協定 

基本協定に基づき，本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，

実施協定書を締結します。 

 

１１ 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

定管理者によって提供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，利用者アンケート

等の確認）し，②評価（指定管理者自己評価，第三者評価，市による総合評価）を行うこ

とです。 

本市は，指定期間中にモニタリングを実施します。 

 

（２）事業報告書等の提出 

指定管理者は，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，月次報告書，指定管理者自己評価シート（利用者アンケート結果を含む。）を提出

していただきます。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，本

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。 
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１２ その他 

（１）関係法令の遵守 

   業務を遂行するうえで，関連する法令を必ず遵守する必要があります。 

農林業ふれあい施設の各施設における関連する法令については，「指定管理者 管理運

営仕様書」に記載しています。 

 

（２）引継業務 

引継業務の内容については，概ね次のとおりです。引継業務等における人件費等の費

用はすべて指定管理者として指定された団体の負担となります。また，新しく指定管理

者が変る場合は，同様に次期指定管理者への引継業務を実施してください。 

   ① 従前の指定管理者からの業務引継 

   ② 事業計画書作成業務 など 

 

（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 

選定の過程や選定結果，指定管理者の評価結果については，本市ホームページにて公表

します。 

また，提案書等市に提出する書類については，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）第三者への委託について 

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委託することは禁止されています。 

なお，委託の相手方は，「福岡市競争入札参加停止等措置要領」に基づく競争入札参加

停止中又は排除措置中の者は委託先になることができません。 
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（６）損害賠償と賠償補償保険 

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，下記の支払限度額を充たす賠償補償保険へ加入

してください。 

    ・身体事故  １億円（１名につき），１０億円（１事故につき） 

    ・財物事故  ２千万円（１事故につき） 

 

（７）問い合わせ    

 

 

 

 

 

 

＜主催者及び事務局＞ 
  〒810－8620 
  福岡市中央区天神 1－8－1（福岡市役所本庁舎 14 階） 

   農林水産局 総務農林部 農業振興課  指定管理候補者公募担当 
    ＴＥＬ：０９２－７１１－４８５２ 
    ＦＡＸ：０９２－７１４－４０３３ 
    E-mail：n-shinko.AFFB@city.fukuoka.lg.jp 

  ※電子メールを送信の際は，件名冒頭に「【油山牧場の指定管理について】」 
と入力してください。 
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農林業ふれあい施設の指定管理者選定委員会（令和２年度第２回）議事録 

 

１ 日時 

令和２年９月２８日（月）午前１０時 ～ 午後３時 

 

２ 場所 

  ふくふくプラザ５階 ５０３会議室 

 

３ 出席者 

（１）委員 

委員長 甲斐 諭 

委員  八島 雄士 

委員  田代 俊子 

委員  堤  晃司 

（２）事務局 

農業振興課  （吉村，岩倉，原口，荒木） 

森林・林政課（髙田，山口，山田） 

 

４ 議事等 

（１）開会 

（２）審査の進め方について 

＜事務局より応募状況，ヒアリングスケジュール，審査手順について説明＞ 

（３）審査の実施 

 ①花畑園芸公園 

 ・木下緑化建設株式会社 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 

 （質疑応答） 

  委員  ：公園の趣旨や特色に沿った運営として，どのようなことを考え

ているか。 

  応募者 ：果樹の良さを来場者が楽しめる公園にしたい。 

  委員  ：ワーケーションのターゲットはどのように考えているのか。 

  応募者 ：サラリーマンや学生など，現在，公園を利用していない層を想

定している。 

  委員  ：サラリーマンの場合，企業との連携は考えているか。勤務時間

中に花畑園芸公園に来てもらうことになるので，そこがクリア

できないと難しいのではないか。 
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  委員  ：収支計画書で，外部委託費のほかに植栽管理外注費があるが，

これは何か。 

  応募者 ：本社の植栽管理担当部門を経由して外部に作業を依頼するのに

かかる経費である。 

  委員  ：新型コロナウイルス感染症による影響はあるか。 

  応募者 ：来園者は徐々に増加している。 

  委員  ：従業員の離職率はどのようか。 

  応募者 ：低い。 

  委員  ：来場者のうち，新規とリピーターの内訳はどのようか。 

  応募者 ：新規とリピーターの詳細な内訳は把握していないが，５年前と

比較して，来場者層は変化していると感じる。以前は高齢者が

ほとんどであったが，未就学児連れの方や若者なども見かける

ようになってきた。 

  委員  ：年間入場者数の目標は。 

  応募者 ：現在の来場者数は２２万人だが，更に増やしていきたい。 

  委員  ：トイレの改修は良いと思う。 

  応募者 ：これまでにも，年間１，２か所を改修している。トイレがきれ

いでなければ若い人は来ない。指定管理料の中で実施し，来場

者を増やすことで収入増につなげていきたい。 

  委員  ：新型コロナウイルス感染症をふまえた危機管理対策について，

集客とは相反する面もあると思うが，どのように考えているか。 

  応募者 ：講座などを実施する際，検温やマスク着用を徹底するのはもち

ろんのこと，人数制限を行っており，今後も感染症対策を行い

ながら集客イベントなどを実施していきたい。 

  委員  ：園内に野生動物は出没するのか。 

応募者 ：イノシシやアナグマ，アライグマ，イタチが出る。来場者の安全

と園内で栽培している果樹を守るため，必要な対策を行っていく。 

委員  ：現在の施設管理で困っていることはあるか。 

応募者 ：特筆すべきことはないが，施設が全体的に老朽化している。規模

が小さいものについては，指定管理の中で修繕している。 

 

 

 ・ファイブ・西部ガス共同事業体 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 

 （質疑応答） 

  委員  ：「園芸」と「造園」をどのように関係させていくかについて，考

え方を説明してほしい。 

  応募者 ：果樹を主体としているので，園芸指導の先生を配置し園芸相談
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や園芸講座を行っていくとともに，公園全体の安全管理を含め

た樹木の維持管理が必要不可欠なことであると考えている。  

  委員  ：名誉園長は施設の知名度を上げる効果はあると思うが，維持管

理との齟齬が出るのではないかという心配もある。名誉園長を

どのように活かしていくのか。 

  応募者 ：園芸の第一人者としてのノウハウをお借りしたい。 

  委員  ：果樹の更新について，どのように考えるか。 

  応募者 ：ミカンなどの老木は計画的に更新していく。ぶどうの栽培は引

き継ぐほか，新たにイチゴの栽培に取組みたい。また，これま

でロスとなっていたような果樹についても積極的に活用してい

きたい。 

  委員  ：石原先生は大変著名な方でお忙しいと思うが，協力を得るのは

大変ではないか。 

  応募者 ：園芸に関する人材を育成したいという点で，石原先生と想いが

一致し，今回の提案に至った。石原先生には，花壇の再整備に

ついてアドバイスをもらうほか，２か月に１回程度，現地又は

リモートにてセミナーを開催してもらう。 

  委員  ：以前に指定管理者であったときに，足りなかったと思うことは

あるか。 

  応募者 ：来園者の増加に関する取組みが足りなかったと感じている。年

齢層の偏りや認知度が不足している部分があった。 

 

 

 ②今津リフレッシュ農園 

 ・九州林産株式会社 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 

 （質疑応答） 

  委員  ：年間計画の中に，成果指標チェック表があるが，現場での作業

チェックとどのように関係するのか。現場の情報をサービス向

上につなげることができているか。 

  応募者 ：現場での作業チェック状況をもとに成果指標チェック表を作成

している。モニタリングで指摘を受け，現在改善を図っている

ところである。 

  委員  ：新たな取組みである「イチゴ収穫量の拡大」について説明して

ほしい。 

  応募者 ：現在，イチゴの収穫体験において年間 500～600人を断っている

状態である。限られた労働力の中で収穫量を増やすためにはど

うすればよいか検討した。また，高設栽培に移行した場合，  
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車椅子の方も作業が可能であり，従業員も作業しやすくなる。 

  委員  ：自身で投資し，初年度には改修する予定か。 

  応募者 ：市において改修経費を措置してもらうよう協議したい。 

委員  ：貸農園の利用率はどうか。 

  応募者 ：新型コロナウイルス感染症の影響で人気が出ており，96％に増

加している。ホームページだけでなく，地域の回覧板やポステ

ィングによる広報も行っており，現在の空き区画は休憩ハウス

付き農園の 12区画のみである。 

 

 

・社会福祉法人 野の花学園 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 

 （質疑応答） 

  委員  ：要員配置計画について，実施体制が常勤職員３名と非常勤職員

ということだが，集客やホームページなど，運営に関する体制

がどのようになるのか説明してほしい。 

  応募者 ：常勤職員が受付や日常業務，イベント企画，ホームページやＳ

ＮＳの更新などを行い，非常勤職員が農園管理を行う。広報に

ついては，法人で運営している指定管理施設にもリーフレット

を配布し周知する。 

  委員  ：農園の管理作業は障がい者に委託するイメージか。 

  応募者 ：巡回管理や清掃などは，障がい者に委託する。作業にあたって

は，職員が１名ついて複数人のグループで行う。 

  委員  ：総勢何名で行うのか。 

  応募者 ：巡回管理は，職員２名と障がい者 10名で行う。貸農園は職員１

名と障がい者３名に対し，農業従事者が指導を行い，後継者育

成にも取り組みたいと考えている。 

  委員  ：障がい者が農業の後継者となるイメージか。 

  応募者 ：そのとおりである。イチゴ農家など，人材不足の農家がいれば，

そこに雇用してもらえるようにしていきたい。 

  委員  ：農協とはどのように連携するのか。 

  応募者 ：現在，糸島市ではＪＡ糸島市のミカン部会に入り，活動してい

る。福岡市では，花卉農業協同組合と連携している。 

  委員  ：イチゴ農家の話があったが，農協に相談しているか。 

  応募者 ：今津のイチゴ農家とは連携している。農協には個別には相談し

ていない。 

 

 

-47-



 ③立花寺緑地リフレッシュ農園 

・ふれあい・よか農園メンテナンスグループ 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 

 （質疑応答） 

  委員  ：貸農園の運営について具体的に説明してほしい。 

  応募者 ：15 年以上の経験を有する栽培指導員が２名いる。春に座学で栽

培指導を行ったあと，毎月現地で栽培指導を行っている。また，

施設内の休憩所での座談会を開催し，個別相談に応じている。

その他，市内の青葉公園などに出張し，農園利用者以外の方に

対しても栽培講習会を実施している。 

  委員  ：指導内容について，利用者の作りたい品種が変化するなどのス

キルアップには対応しているのか。 

  応募者 ：座学は初心者向け，休憩所での座談会は利用者のレベルに合わ

せた内容にしている。 

  委員  ：売店の取組みについて説明してほしい。 

  応募者 ：近隣に商業施設が複数できたこともあり経営は苦しい状態であ

ったが，今年４月から６月は，新型コロナウイルス感染症の影

響もあるのか，売上が伸びてきている。スーパーマーケットな

どに比べると限られた売場面積であるため，今後も自然食品や

無農薬野菜を中心に，近隣農家と連携して販売していきたい。 

  委員  ：昨年度のモニタリングにおける自己評価の中で，収支が要改善

点であるとしていたが，収支計画ではどのような点を見直した

のか。 

  応募者 ：イベントを絞り込んだ。また，売店の人員体制を見直し，２名

常駐にしていたが，商品発注時以外は１名に減らした。 

  委員  ：売店の収支はどうか。 

  応募者 ：単年度でみると赤字だが，赤字幅は昨年度より減少してきてい

る。また，昨年度に空調をガス式から電気式に変えてもらった

ため，今年度の光熱水費削減効果を期待している。 

 

 

・株式会社マイファーム 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 

 （質疑応答） 

  委員  ：管理運営について，具体的な計画を説明してほしい。 

  応募者 ：まだ現場の詳細を把握していないため具体的な計画はこれから

だが，何度か現地視察を行い，堆肥の置き場所や直売所など，

改善点のチェックリストを作成した。現場に入ったあと改善を
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実行していきたい。 

  委員  ：運営体制を教えてほしい。 

  応募者 ：管理責任者には，農業経験者で社内の様々な部署も経験してい

る女性社員を充てる。また，現在，東京で類似施設の運営にあ

たっている女性社員とともに，２名で運営していく。その他の

スタッフ４名はこれから採用する予定だが，社員２名がどちら

も女性かつ 40歳未満なので，男性や年齢層が高い人材も確保し

ていきたい。 

  委員  ：福岡県内で農園の運営実績はあるか。 

  応募者 ：２か所ある。今，３か所目に着手している。直売所については，

福岡での実績はまだない。 

  委員  ：全国で 120 か所の農園を運営しているとのことだが，立花寺緑

地リフレッシュ農園の特色や位置づけをどのように考えるか。 

  応募者 ：まず，当社が運営する施設の中で，立花寺ほどの規模のものは

ない。付帯設備のない小規模施設がほとんどである。位置づけ

としては，規模的にも内容的にも大きく，管理運営面ではきち

んと手を入れなければならない施設だと考えている。 

  委員  ：収支計画では，イベント経費が比較的少ないと考えるがどうか。 

  応募者 ：イベントには手作り感を出したいと考えている。イベントには

お金をかけるタイプ，お客様と一緒に作り上げるタイプがある

と思うが，後者の方がお客様の満足度が高い傾向にある。新型

コロナウイルス感染症の影響でなかなか人も集まりにくいので，

小規模だが楽しめるイベントを中心に企画したい。 

  委員  ：農協との付き合いはあるか。 

  応募者 ：当社は農協から出資を受けている。また，副社長は農協の役員

に就任しているほか，城陽市農業委員会の会長を務めている。

農協の体験農園について管理運営を受託しているケースもあり，

良好な関係を築いている。 

 

 

 ④福岡市油山市民の森 

・一般財団法人 福岡市市民の森協会 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 

 （質疑応答） 

  委員  ：リスク管理とそれを支える体制について，どのように考えてい

るか。 

  応募者 ：利用者の安全のため，ＹＡＭＡＰ（ヤマップ）という登山者向

けの地図アプリを活用し，危険な場所や歩きやすいところを分
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かりやすく表示することで，利用者が危険な場所に行かないよ

うにしている。また，オーバーユースによる自然破壊を防ぎつ

つ，新型コロナウイルス感染症の対策も図るため，分散利用を

推進している。例えば水遊びについては，箇所数を増やし，１

か所にかかる環境負荷を減らす取組みをしている。 

  委員  ：イノシシなどの野生動物は出没するのか。 

  応募者 ：イノシシやスズメバチ，ヘビなどが出る。対策として，イノシ

シについては木酢液などの忌避剤を使用している。スズメバチ

は巣を除去したり，ヘビについては園路周辺の草刈を行ったり

している。 

  委員  ：リニューアルした方がよいところはあるか。 

  応募者 ：トイレなどについて，リニューアルが必要であると思う。 

  委員  ：自然観察センターの今後の計画はあるか。 

  応募者 ：展示の充実を図りたい。市民の森で撮影した写真の募集・展示

や，季節のイベント，ミニシアターなどを検討している。 

  委員  ：フリーテントサイトの利用状況はどうか。 

  応募者 ：冬も含め，週末は予約が埋まるような状況である。 

 

 

 ⑤油山牧場 

・一般社団法人 福岡市乳牛育成協会 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 

 （質疑応答） 

  委員  ：市民の森との共催イベントはいつから実施しているのか。 

  応募者 ：今年から実施している。 

  委員  ：ソフトクリームを買ったものの，「遊具広場に降りている間に溶

けてしまった」「走ったらポロっと落ちた」などの声を聞いた。

ソフトクリームは，遊具広場など別の場所でも販売できるのか。 

  応募者 ：ソフトクリームの製造機械を稼働するためには，電源や給水設

備が必要であるため，今のところ別の場所での販売は検討して

いない。 

  委員  ：令和元年度の来場者数が目標の 38万人に届いていないが，原因

をどう考えるか。 

  応募者 ：来場者数は，季節や天候に大きく影響を受ける。春や秋の週末

に好天に恵まれれば来場者は非常に多いが，雨が降るとほぼ来

ない。 

  委員  ：雨の日に楽しめるコンテンツはないのか。 

  応募者 ：屋外施設であるため難しく，敬遠されると思う。 
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  委員  ：レストランの経営状況はどうか。 

  応募者 ：ムラが大きい。特に平日はほぼ客が来ない状態である。 

  委員  ：家畜のふれあい体験はどうか。 

  応募者 ：非常に人気がある。新型コロナウイルス感染症対策のため定員

を削減した影響もあり，朝９時の開場直後に定員の上限に達し

てしまうこともある。 

（４）事務連絡 

＜第３回委員会の日程について連絡＞ 

（５）閉会 
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農林業ふれあい施設の指定管理者選定委員会（令和２年度第３回）議事録 

 

１ 日時 

令和２年１０月５日（月）午前１０時 ～ 午前１１時 

 

２ 場所 

  あいれふ８階 視聴覚室Ｂ 

 

３ 出席者 

（１）委員 

委員長 甲斐 諭 

委員  八島 雄士 

委員  田代 俊子 

委員  堤  晃司 

（２）事務局 

農業振興課  （吉村，岩倉，原口，荒木） 

森林・林政課（髙田，山口，山田） 

 

４ 議事等 

（１）開会 

 

（２）議事進行 

・第１号議案「指定管理者の候補者の選定について」 

＜事務局より資料①について説明＞ 

議長 ：採点結果をもとに，各応募者に対するご意見をいただきたい。  

特に，評価した点や，評価できなかった点についてご意見いた

だければと思う。 

 

 

① 花畑園芸公園 

委員：「木下緑化建設株式会社」については，現在指定管理者である      

こともあり，施設の状況をよく把握していると感じた。   

提案内容としては，造園を中心とした取組みのほか，新しい

取組みについての意欲を感じられたほか，来園者とコミュニ

ケーションを図るうえでのポイントをよく把握していること

を評価した。 
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「ファイブ・西部ガス共同事業体」については，質疑応答の  

際には果樹に関するアイディアがあるように見受けられたが，

提案書では不十分であったように感じた。名誉園長という新

しい取組みはあるが，総合的に評価を覆すには至らなかった。 

委員：「木下緑化建設株式会社」については，利用者の利便性向上の

ため，トイレの改修など，積極的な施設整備を計画している

点を評価した。 

「ファイブ・西部ガス共同事業体」については，以前指定管理

を担った経験があり，施設の状況は把握していると感じた。 

また，名誉園長という新たな取組みにより集客を図る提案に 

ついて，高く評価した。 

委員：「木下緑化建設株式会社」については，危機管理・安全対策に

関する取組みをはじめとして，十分な業務遂行力を有してい

ると感じた。 

「ファイブ・西部ガス共同事業体」については，名誉園長の  

アイディアを一定程度評価したが，運営体制に不明瞭な点が 

あり，業務遂行力の点で「木下緑化建設株式会社」に及ばな

いと感じた。 

委員：「ファイブ・西部ガス共同事業体」については，オンライン配

信による園芸講座のリモート化など，新たな取組みには興味

深い点があった。しかし，地域やボランティアとの連携に関

する取組みなど，施設の効用の発揮という面では不十分であ

ると感じた。 

議長：それでは，これまでの審議をふまえ，花畑園芸公園の指定候      

補者に対する委員会の意見としては，１位を「木下緑化建設

株式会社」，２位を「ファイブ・西部ガス共同事業体」として

よろしいか。 

委員：異議なし。 

 

 

② 今津リフレッシュ農園 

委員：「九州林産株式会社」については，イチゴの収穫量増加による

収入向上の方策など，効率的運営に関する取組みを評価した。 
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「社会福祉法人 野の花学園」の取組みについては，興味深い

点もあったものの，業務プロセスの説明が不足しており，  

施設の運営方法が判然としない点が評価を下げた。 

委員：「九州林産株式会社」については，年間計画や要員配置計画が

明確であり，業務遂行力の点で評価した。 

「社会福祉法人 野の花学園」の取組みについては，興味深い

点もあるが，業務遂行力に対する不安を感じた。 

委員：「社会福祉法人 野の花学園」については，体験農園の運営に

ついて，障がい者との連携という，新たな視点に重きを置い

ており，利用者サービスの質の確保という点では，やや具体

性に欠けたように感じた。 

議長：それでは，これまでの審議をふまえ，今津リフレッシュ農園

の指定候補者に対する委員会の意見としては，１位を「九州

林産株式会社」，２位を「社会福祉法人 野の花学園」として

よろしいか。 

委員：異議なし。 

 

 

③ 立花寺緑地リフレッシュ農園 

委員：「ふれあい・よか農園メンテナンスグループ」の提案内容に  

ついては，現在の施設運営から変化がなく，新たな取組みが

明確ではないように感じた。 

「株式会社マイファーム」については，業務プロセスの作り込

みに不足している点を感じたものの，新規就農に関する考え

や，運営要員として多様な人材を配置しようとしている点を

高く評価した。 

委員：「ふれあい・よか農園メンテナンスグループ」については，  

もう少し施設の活性化に繋がる取組みがほしいと感じた。 

「株式会社マイファーム」については，体験農園を全国で運営

している経験から，新たな施設管理者として期待できる面も

あるが，年間計画や要員配置計画において未定項目が多く，

業務遂行力の点で不安を感じた。 
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委員：「株式会社マイファーム」については，新たな視点での運営に

期待したい面もあるが，危機管理・安全対策など，業務遂行

力の点でやや不十分と感じた。 

議長：それでは，これまでの審議をふまえ，立花寺緑地リフレッシ

ュ農園の指定候補者に対する委員会の意見としては，１位を

「ふれあい・よか農園メンテナンスグループ」，２位を「株式

会社マイファーム」としてよろしいか。 

委員：異議なし。 

 

 

④ 福岡市油山市民の森 

委員：提案内容については概ね問題ないと感じた。キャンプ需要に

対する考えは理解したが，利用者に自然を理解してもらうた

めの取組みについて，もう少し提案がほしいと感じた。 

委員：子供たちに自然を理解してもらうための取組みとして，小中

学生向けのネイチャーツアーなどの企画がほしい。雄大な自

然を有する施設なのに，そのポテンシャルを活かしきれてい

ないと感じた。 

議長：福岡市油山市民の森の指定管理者募集は非公募で実施したも

のであり，最低制限基準を満たしていることから，指定候補

者に対する委員会の意見としては，「一般財団法人 福岡市市

民の森協会」が指定候補者となる点について「問題なし」と

してよろしいか。 

委員：異議なし。 

 

 

⑤ 油山牧場 

委員：提案内容については概ね問題ないと感じたが，キッチンカー

を導入したり，仮設トイレを設置したりするなど，利用者の

利便性向上に係る提案があってもよいのではないかと考える。

また，入場料は徴収できないとのことだが，利用者にサポー

ターになってもらい，寄付によって運営するサービスやクラ

ブ活動などの提案を期待したい。 
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委員：平日の集客が可能となる取組みについて検討してもらいたい。 

委員：レストランや売店については，自社で行うのではなく，外部

の事業者を招くことを検討してもよいように感じた。 

議長：油山牧場の指定管理者募集は非公募で実施したものであり，

最低制限基準を満たしていることから，指定候補者に対する

委員会の意見としては，「一般社団法人 福岡市乳牛育成協

会」が指定候補者となる点について「問題なし」としてよろ

しいか。 

委員：異議なし。 

 

 

（３）連絡事項 

＜事務局より資料②について説明＞ 

 

（４）閉会 
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福岡市海づり公園                                 E

指定管理者募集要項

令和２年１１月 

福岡市農林水産局
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Ⅰ 募集の趣旨 

１ 指定管理者制度の趣旨 

指定管理者制度は，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，経費の節減だけでなく住民サービスの向

上を図ることを目的とした制度です。 

２ 施設の概要 

施設名：福岡市海づり公園（以下「海づり公園」という。） 

（１） 所在地   福岡市西区小田池ノ浦地先 

（２） 施設内容  釣台，管理棟，入口料金所，海づり公園便所，駐車場， 

駐車場料金所，駐車場便所，その他付帯施設 

（３） 利用者数（令和元年度）

① 釣台利用者  ５６，３５４人 

② 入園者   ５，５５４人 

合 計  ６１，９０８人 

３ 施設の役割 

海づり公園は，市民に安全で快適な海釣りの場を提供することにより，市民の余暇

の活用及び健康の増進に寄与するため，昭和６０年４月より開設された施設です。 

本公園施設の役割については，海に開かれた海洋性レクリエーション施設として，

市民の方々に楽しんでいただける「市民の憩いの場」であるとともに，親子で海の魅

力や楽しさを体験できる「自然との触れ合いの場」を提供することであると考えてお

ります。 
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Ⅱ 募集の概要 

１ 指定期間 

 令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年間 

２ 募集対象者 

 福岡市漁業協同組合は，海づり公園において，施設利用者への市民サービス向上と

運営経費の削減を目的とする，指定管理者制度の目的に沿い，安定的かつ円滑に管

理・運営することができる，唯一の団体であるため，「福岡市公の施設の指定管理者

の指定の手続等に関する要綱」第３条第１項第４号の規定に基づき，福岡市漁業協同

組合１団体に指定管理者の募集を行います。 

３ 管理運営業務内容 

（１）業務内容

① 海づり公園施設の維持管理に関する業務

ア 施設の維持管理業務全般

イ 清掃

ウ 巡視・点検

エ 設備の保守点検

オ 駐車場の維持管理

② 海づり公園の秩序維持，利用者の安全確保に関する業務

ア 施設内の監視・警備

イ 安全対策の実施（救助，利用制限等）

ウ 緊急時の対応業務

エ 迷惑行為・不法行為への対応業務

③ 利用者への釣り指導，ＰＲ活動及び各種イベントの開催等に関する業務

ア 釣りに関する指導
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イ 利用者増加のためのＰＲ活動 

ウ 各種イベントの開催 

④ 利用料金の徴収，収納，減免，免除及び返還に関する業務 

ア 料金（釣台料金，入園料金，駐車場料金）の徴収，収納，減免，免除及び返 

還業務 

 

（２）利用者負担 

 上記管理運営業務のうち，「各種イベントの開催」にあたっては，材料費等の実

費相当負担分の費用を利用者から徴収し，指定管理者の収入にすることができま

す。なお，料金を決定する際には，事前に市の承認を得る必要があります。 

  

（３）自主事業 

    管理運営業務の他にも，基本協定書締結後に，管理運営業務の実施を妨げない

範囲において，自己の責任により，自主事業を実施することができます。費用は，

指定管理者が負担しますが，利用者から一定の料金を徴収することも可能です。 

なお，管理運営業務と自主事業は以下のように収支報告の仕方等に相違点があり

ますので，ご留意ください。 

 管理運営業務 
 (市企画事業・自主企画事業) 

自主事業 

収支報告 管理運営業務として 自主事業として 

指定取消 対象 対象外 

責任 市 指定管理者 

ﾘｽｸ分担表 対象 対象外 

市長会保険 対象 対象外 

利用権限 施設の管理者として実施 施設の一利用者として実施 

事業実施に伴
う施設の使用
許可申請 

〇施設使用許可の規定がある 
場所を使用 

→利用許可申請は不要 
〇施設使用許可の規定がない 
場所を使用 

→目的外使用許可は不要 

〇施設使用許可の規定がある場所を使用 
→指定管理者が施設の利用許可申請
又は目的外使用許可申請 
〇施設使用許可の規定がない場所を使用 
（目的外使用許可） 
→指定管理者が施設の目的外使用許可
申請 
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（４）指定管理者が費用及び危険を負担する範囲

別紙１ リスク分担表を基本としますが，指定管理者の選定後，リスク分担の内

容について，双方協議の上，決定するものとします。リスク分担表で定める事項で

改めて疑義がある場合又はリスク分担表に定めのないリスクが生じた場合は，市と

指定管理者が協議の上，リスク分担を決定するものとします。 

４ 施設の運営に関する基準 

（１） 開園時間

４月  午前６時から午後７時まで 

５月から８月まで  午前６時から午後８時まで 

９月 午前６時から午後７時まで 

１０月 午前６時から午後６時まで 

１１月 午前７時から午後６時まで 

１２月 午前７時から午後５時まで 

１月から３月まで  午前７時から午後６時まで 

（２） 休園日

① 毎週火曜日。ただし，国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたる

日は日後において最初の休日ではない日。

② １２月２９日から１月３日まで

③ その他，市長が管理上必要があると認めた日

【（１）開館時間，（２）休館日については，利用者のサービス向上につながる場

合は，市の承認を得て変更できる場合がございますので，必要に応じてご提案くだ

さい。】 
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（３）利用者の使用を制限する時の要件 

  福岡市海づり公園条例第５条に定める基準によります。 

 

５ 管理・運営経費について 

（１）管理・運営に関し本市が負担する指定管理料の上限 

   令和３年度・・・７０，３０１千円(税込) 

※実際にお支払する指定管理料は，会計年度（４月１日から翌年３月３１日ま

で）ごとに，毎年度，実施協定を締結する中で市と指定管理者の協議によって

決定します。なお，余剰が生じた場合でも市への返納は原則不要(利用料金制)

ですが，令和３年度の収入見込額については，新型コロナウイルス感染症の影

響を踏まえたものであるため，不可抗力による収入の過不足が大幅に生じた場

合の対応については，市と指定管理者の協議によって決定することとします。 

○令和３年度指定管理料上限額の内訳 

    【支出見込額】 １１１，７７７千円 

・事業費（人件費，物件費） 

・一般管理費（事業費の10％以内） 

【収入見込額】  ４１，４７６千円 

 ・利用料金（釣台料金，入園料金，駐車場料金） 

     ・その他の収入（イベント参加費，受取利息等） 

    《指定管理料》  ７０，３０１千円 

     ・【支出】―【収入】 

 

（２）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，具体的な支払方法等は協定等で定めます。 
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（３）利用料金について 

利用料金制度により，釣台料金，入園料金及び駐車場料金については，指定管理

者の収入にすることができます。 

なお，利用料金の具体的な金額の決定については，福岡市海づり公園条例に定め 

る範囲内で指定管理者が定めた後，市の承認を得る必要があります。 

 

（４）経理 

管理運営業務の執行に係る経理については，団体の他の業務に係るものと区別し

て明確にしてください。 

 

Ⅲ 募集手続等について 

 

１ 募集期間 

令和２年１１月１２日(木)から１１月１７日(火)まで 

   (注) 募集期間内に申請書など提出書類を提出してください。 

 

２ 応募書類 

応募時に次の書類を提出してください。なお，様式の規格はＡ４縦とします。 

（１）指定申請書（様式１）  

（２）事業者に関する書類  

① 団体の概要 

② 定款，寄附行為，規約その他これらに類する書類（最新のもの） 

③ 令和２年度の事業計画書 

④ 過去２年分の事業報告書 

⑤ 当該法人の登記事項証明書 

⑥ 印鑑登録証明書 
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⑦ 法人税，消費税，地方消費税及び市税に係る徴収金に滞納がないことの 

証明書 

⑧ 役員名簿及び従業員数について記載した書類 

（３）提案書 

① 管理運営業務の事業計画書（様式２）  

※枚数に制限はありませんが，以下の内容は必ず記載してください。 

・事業実施の基本方針 

・利用者数などの達成目標 

・職員の配置及び勤務体制 

・利用者の安全対策及び災害等緊急時の対応 

② 管理運営業務の収支予算書（様式３） 

（４）その他，本市が審査に必要と認めて請求した書類 

 

３ 留意事項 

（１）接触の禁止 

選定委員及び本市職員に対して，本件応募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）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。 

（３）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。 

（４）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。 

（５）費用負担 

応募に関して必要となる費用は，団体の負担とします。 

（６）応募書類の追加 
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市が必要と認める場合は，追加して書類の提出を求めることがあります。 

（７）提出書類の取扱い・著作権 

団体の提出する書類の著作権は，それぞれ作成した団体に帰属します。 

（８）情報公開 

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，

また，その他市長が必要と認める時には，本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。 

 

Ⅳ 審査について 

 

１ 選定委員会 

指定管理者の候補者の選定のため，福岡市海づり公園に係る指定管理者選定委員会

を設置します。 

（１） 選定委員会の役割 

① 指定管理者の候補者の選定のため，選定基準や募集要項の検討を行うこと。 

② 団体から提出される応募書類について，ヒアリングなどで詳細な内容を把握 

し，本市が選定するうえで参考となる意見を述べること。 

（２）候補者の選定方法 

選定委員会での評価点の合計，高得点をつけた委員の割合，選定委員の個別意

見等を総合的に勘案して，市が指定管理候補者を選定します。 

 

２ 選定の流れ 

（１）応募書類の確認  

団体からの提出資料については，選定委員会の審査の前に，事務局で確認しま 

す。 

（２）ヒアリング（詳細については，別途通知） 
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提出された応募書類を基に，選定委員会によりヒアリングを実施します。 

① 開催日時  令和２年１１月１８日～２０日の間に実施。 

② 開催場所  各委員との調整により決定する。 

③ 内容    プレゼンテーション １０分 

      質疑応答          １０分程度 

 (注)プレゼンテーションの資料は，応募書類として提出された提案書を使用します。 

時間に制限がございますので，趣旨を効率よく伝えられる工夫をお願いします。 

 

３ 選定における評価基準について 

選定委員の審査における選定基準及び審査内容は，次のとおりです。 

（１）運営方針  施設の設置目的を踏まえた，適切な運営ができる団体であるか。 

（３０点）  ① 事業に対する意欲，熱意 

② 管理運営方針 

（２）効率最大化 施設の効用を十分発揮できる団体であるか 

（７５点）  ① 利用者サービスの質の確保・向上 

② 効果的な集客・利用促進 

③ 地域との連携 

（３）業務推進力 施設の管理運営を行う能力を十分に備えた団体であるか 

   （７５点）   ① 年間計画 

② 要員配置計画 

③ 必要な人材の確保 

④ 危機管理・安全対策 

⑤ 個人情報の保護・情報公開・暴力団排除 

（４）収支計画  提案内容に見合った収支計画であり，かつ効率的な管理運営により 

（２０点）  経費を削減できる団体であるか。 
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Ⅴ 選定後の流れについて 

 

１ 選定後のスケジュール 

①  選定結果の通知              １１月２０日 

② 指定管理者の候補者の公表          １１月中 

③ 指定管理者の候補者との仮協定の締結        １１月中予定 

④ 指定管理者の指定（基本協定締結）           １２月予定 

⑤ 指定管理者との実施協定締結                   ３月予定 

 

（１）選定結果等の通知及び公表 

選定結果は，応募書類を提出した応募者に対して速やかに通知します。 

また，選定の経過及び結果は，指定管理者の候補者を決定選定した後に，福岡市

のホームページへの掲載等により公表します。 

 

（２）指定管理者の候補者との仮協定の締結 

選定された指定管理者の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。 

 

（３）指定管理者の指定 

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ます。 

 

（４）指定管理者との実施協定締結 

基本協定に基づき，毎年度，本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，実施協定書を締結します。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いただきます。 
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２ 基本協定の項目について 

① 総則的事項 

・管理業務の基本事項（指定の期間，施設の概要等） 

・収入及び経費の考え方 

・許認可に関する事項  など 

② 管理運営業務に関する事項 

・指定管理者の責務 

・管理運営業務の範囲等  など 

③ 指定管理料に関する事項 

・指定管理料 

・指定管理料の支払い方法 

・経理の明確化  など 

④ 指定期間の終了 

・原状回復義務等 

・指定の取り消し等 

・指定の辞退等  など 

⑤ 法令の改正 

・通知 

・協議  など 

⑥ 不可抗力 

・準用 

⑦ その他 

・公租公課の負担 

・秘密保持 

・個人情報の取り扱い など 
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Ⅵ 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提供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，利用者アンケート等の確認）し，②評価（指定管理者自己評価，市によ

る評価，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，指定管理者自己評価シートを提出いただきます。 

 

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，本市は，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。 
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Ⅶ その他 

 

1 関係法令の遵守 

業務を遂行するうえで，関連する法令を必ず遵守する必要があります。 

    ＜地方自治法，労働関係法令，個人情報保護条例，暴力団排除条例など＞ 

 

２ 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。 

 

３ 公表・公開について 

選定の過程や選定結果，指定管理者の評価の過程（評価委員会を開催した場合）

や評価結果については，本市ホームページにて公表します。 

 また，提案書など，市に提出する書類については，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。 

   

４ 第三者への委託 

清掃，警備といった個々の具体的業務を第三者に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委託することは禁止されています。 

なお，委託の相手方は，「福岡市競争入札参加停止等措置要領」に基づく競争入

札参加停止中又は排除措置中の者は委託先になることができません。 
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問い合わせ先 

 

 

 

 

〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1（福岡市役所１４階） 

農林水産局 水産部 漁港課 

電話 092-711-4372 Fax 092-733-5557 

E-mail: gyoko.AFFB@city.fukuoka.lg.jp
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福岡市海づり公園に係る指定管理者選定委員会議事要旨 

≪第１回評価・選定委員会≫ 
平成３１年度の指定管理者の管理運営業務に対する評価及び次期指定管理者の選定を行うに

あたり，「指定管理者の指定の手続きに関するガイドライン」に基づき，非公募による指定管
理者の指定，指定管理者の募集要項及び選定基準について，各委員に持ち回りで意見を伺った。 
≪会議の実施日時≫ 
令和２年１１月５日（木）～１１月１１日（水）の間にて実施。 

※各委員には議事のとおり説明を実施した。（説明資料は別紙参照） 
 
≪委員≫ 
 委員長 松山 倫也 
 委員  浦塚 一郎 
 委員  佐藤 靖典 
 委員  髙嶋 好夫 
 委員  吉田 博司 
≪事務局≫ 
 漁港課（古賀，森，松岡） 
 
≪議事≫ 
【〇選定委員 ●事務局】 
●第１号議案 平成３１年度指定管理者の管理運営業務に対する評価について説明。 
〇特に異論はなし。 
※前回評価からの改善内容や海づり公園職員のサービスや気遣いに関することなどについ 
て，評価いただいた。 

●第２号議案 非公募による指定管理者の指定について説明。 
〇非公募の選定については，特に異論はなし。 
〇非公募理由の②について，唯一の団体であるから非公募で実施するのであり，表現として， 
継続して業務が円滑に実施されているという事実に留めておく方がよいのではないか。 

●再度，適切な表記を検討し，記載する。 
 
●第３号議案 指定管理者の募集要項及び選定基準について説明。 
〇特に異論はなし。 
〇基本的な中身については問題ないが，選定委員会にて選定を実施する際の合格点もしくは基 
準点が見当たらない。もしあれば選定した際の理由にもなり，よいのではないか。 
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●自局の他の指定管理施設の基準等も参考とし，検討する。 
ただし，今回の選定は非公募であるため，最低基準を満たさない場合は事業者に提案内容の 
改善を指示する方針で，定めるものとする。 
 

≪第２回選定委員会≫ 
 福岡市漁業協同組合より指定管理者申請書及び提案書が提出されたことから，選定委員会を
開催し，ヒアリング及び指定管理者からのプレゼンテーション等に対する評価点をいただいた
もの。 
≪会議の実施日時≫ 
令和２年１１月１８日（水）～１１月２０日（金）の間にて実施。 

※各委員には議事のとおり説明を実施した。（説明資料は別紙参照） 
 
≪委員≫ 
 委員長 松山 倫也 
 委員  浦塚 一郎 
 委員  佐藤 靖典 
 委員  髙嶋 好夫 
 委員  吉田 博司 
≪事務局≫ 
 漁港課（古賀，森，松岡） 
≪議事≫ 
【〇選定委員 ●事務局】 
●第１号議案 第１回選定・評価委員会議事要旨の確認。 
○特に意見等なし。 
●第２号議案 事業計画の評価 
○今までに利用者が海に落ちた事例はあるのか。 
●近年では事例はないようだが，過去数回あったようである。死亡事故は，今までない。 
○海づり公園の営業とはどういうことをされるのか。企業等に伺うのか。 
●学校や旅行会社等に営業を行っている。 
〇客単価が年々下がっているようだが，理由はあるのか。 
●はっきりとした理由はわからないが，子どもや高齢者は利用料が半額であり，その対象者の
利用が増えたのではと考える。 
〇コロナ禍での入場制限の具体的な数字はないのか。 
●通常最大 400人が利用可能であるが，現在は 200人程度の利用に制限している。また，仕切
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りを作成し，他の利用者同士が接触しにくいように工夫している。今後は，状況等を見ながら
規制緩和等を行っていく。 
〇個人情報の取り扱いで，今は写真に顔が映っている場合も相手方を了解を得なければならな
いと思うが，どのようになっているのか。 
●釣果情報等で写真を掲載する際には，必ず相手方の了承を得て，掲載している。 
〇委託費が多いのが気になるが，どういう内訳なのか。 
●安全監視委員や窓口業務等，繁忙期や閑散期によって必要人員が変わってくる。委託であれ
ば繁忙期と閑散期によって人員派遣の人数変更が容易であり，その業務も長けている。そのた
め，委託による人員派遣を有効活用している。 
 
（意見，情報提供等） 
〇委託について，内容は理解したが，フィッシングアカデミーという釣り関係の専門学校があ
る。全国にも数えるくらいしかないが，福岡市にあるので，タイアップして職業体験等を行う
のはどうか。 
〇アプリ等の活用は，今はたくさんの用途のアプリがあるため，いい取り組みだと思う。また，
イベントも頻繁に行っており，いいと思う。 
〇モニター等を活用することはいいと思う。仕掛けの細かい部分等，映像で大きく見やすいよ
うに工夫することができる。 
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