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天神一丁目南ブロック

天神二丁目南ブロック(明治通り沿道)

歩行者用通路Ａ

歩行者用通路Ｂ歩行者用通路Ｂ

歩行者用通路４号

歩行者用通路２号歩行者用通路２号

広場Ａ（地上部）
広場Ｉ（地下部）
広場Ａ（地上部）
広場Ｉ（地下部）
広場Ａ（地上部）
広場Ｉ（地下部）

広場Ｓ（地上部）
広場Ｔ（地下部）
広場Ｓ（地上部）
広場Ｔ（地下部）
広場Ｓ（地上部）
広場Ｔ（地下部）

広場Ｃ（地上部）
広場Ｋ（地下部）

（地上部）
（地下部）

広場Ｅ（地上部）
広場Ｍ（地下部）

広場Ｆ（地上部）
広場Ｎ（地下部）

広場Ｇ（地上部）
広場Ｏ（地下部）

広場Ｖ（地上部）
広場Ｗ（地下部）

広場Ｈ（地上部）
広場Ｐ（地下部）

広場Ｑ（地上部）
広場Ｒ（地下部）
広場Ｑ（地上部）
広場Ｒ（地下部）
広場Ｑ（地上部）
広場Ｒ（地下部）

広場Ｕ（地上部）

広場Ｂ（地上部）
広場Ｊ（地下部）
広場Ｂ（地上部）
広場Ｊ（地下部）
広場Ｂ（地上部）
広場Ｊ（地下部）

歩行者用通路３号歩行者用通路３号

歩行者用通路Ｃ

歩行者用通路１号歩行者用通路１号

⑨

⑥

⑧

⑩
⑦

福岡広域都市計画 天神明治通り地区地区計画 計画図 Ｓ＝１：２，５００
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市
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線
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神
7
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線

市
道
天
神
7
号
線

歩行者用通路Ａ歩行者用通路Ａ

歩行者用通路Ｂ

歩行者用通路４号歩行者用通路４号

歩行者用通路２号

広場Ａ（地上部）
広場Ｉ（地下部）

広場Ｓ（地上部）
広場Ｔ（地下部）

広場Ｃ（地上部）
広場Ｋ（地下部）
広場Ｃ（地上部）
広場Ｋ（地下部）
広場Ｃ（地上部）
広場Ｋ（地下部）

広場Ｄ（地上部）
広場Ｌ（地下部）
広場Ｄ（地上部）
広場Ｌ（地下部）
広場Ｄ（地上部）
広場Ｌ（地下部）

広場Ｅ（地上部）
広場Ｍ（地下部）
広場Ｅ（地上部）
広場Ｍ（地下部）
広場Ｅ（地上部）
広場Ｍ（地下部）

広場Ｆ（地上部）
広場Ｎ（地下部）
広場Ｆ（地上部）
広場Ｎ（地下部）
広場Ｆ（地上部）
広場Ｎ（地下部）

広場Ｇ（地上部）
広場Ｏ（地下部）
広場Ｇ（地上部）
広場Ｏ（地下部）
広場Ｇ（地上部）
広場Ｏ（地下部）

広場Ｖ（地上部）
広場Ｗ（地下部）
広場Ｖ（地上部）
広場Ｗ（地下部）
広場Ｖ（地上部）
広場Ｗ（地下部）

広場Ｈ（地上部）
広場Ｐ（地下部）
広場Ｈ（地上部）
広場Ｐ（地下部）
広場Ｈ（地上部）
広場Ｐ（地下部）

広場Ｑ（地上部）
広場Ｒ（地下部）

広場Ｕ（地上部）広場Ｕ（地上部）広場Ｕ（地上部）

広場Ｂ（地上部）
広場Ｊ（地下部）

歩行者用通路３号

歩行者用通路Ｃ歩行者用通路Ｃ

歩行者用通路１号

①

②
③

④⑤

境　界　説　明　表

①－②

⑤－⑥

⑥－⑦

⑦－⑧

⑧－⑨

⑨－⑩

⑩－①

道　　路　　端　

道  路  中  心

区　分 説　　明

見  通  し  界(⑤－⑥延長)

河　川　中　心

道  路  中　心

敷　　地　　界

道  　路  　端

②－③

③－④

④－⑤ 見　通　し　界

敷　　地　　界

見　通　し　界(③－④延長)

地区計画区域

地区整備計画区域

天神一丁目南ブロック
再開発等促進区区域

天神二丁目南ブロック(明治通り沿道)
再開発等促進区区域

歩行者用通路Ａ 幅員６ｍ

歩行者用通路Ｂ 幅員４ｍ

広場Ｑ、Ｓ、Ｖ

主要な公共施設

（地下部）

（地上部）

（地上部）

（地下部）

（地下部）

歩行者用通路Ｃ 幅員２ｍ（地上部）

広場Ｒ、Ｔ、Ｗ

（地下部）

広場Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｕ

広場Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｎ、Ｏ、Ｐ

歩行者用通路１号　幅員３ｍ

歩行者用通路２号　幅員３ｍ

歩行者用通路３号　幅員３ｍ

壁面の位置の制限

２ｍ
１ｍ
４ｍ

凡 例

天神一丁目北ブロック(１４番街区)
再開発等促進区区域（追加）

（地上部）

（地下部）

（地下部）

（地上部）歩行者用通路４号　幅員３ｍ

８ｍ

※壁面の位置の制限（２ｍ、１ｍ）部分については，歩道状空地としての活用を基本とする-42-
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６. 都市公園等に係る指定管理者の指定について 

（議案第239号～第246号，第248号～第250号） 

 

１ 議案提出の理由 

  福岡市が設置する都市公園等１５施設の管理を行わせる指定管理者を指定することについて，

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものである。 

 

２ 議案の内容 

（１）指定管理者に管理を行わせる公の施設 

舞鶴公園及び東平尾公園 外１３施設（45ページのとおり） 

（２）指定管理者に指定する者 

公益財団法人 福岡市緑のまちづくり協会 外１０団体（45ページのとおり） 

（３）指定する期間 

①令和３年４月１日から令和８年３月31日までの５年間 

福岡市雁の巣レクリエーションセンター 外６施設（45ページのとおり） 

②令和３年４月１日から令和７年３月31日までの４年間 

舞鶴公園及び東平尾公園 外６施設（45ページのとおり） 

 

３ 公募及び選定の概要 

（１）業務の内容 

当該公の施設における以下の業務 

 ・行為の制限に関する業務 

 ・利用の制限に関する業務（福岡市雁の巣レクリエーションセンターを除く） 

 ・利用の承認に関する業務 

 ・使用料の徴収に関する業務 

 ・使用料の減免に関する業務 

 ・公園施設の維持および修繕に関する業務 

（２）応募資格 

・法人その他の団体又は複数の団体により構成されるグループであること。 

 ・応募団体又は応募グループの代表団体は，福岡市内に事業所を置くものであること 

（３）応募者 

   46ページのとおり 

（４）募集・選定経過 

・募集要項配布開始    令和２年６月25日 

・応募受付期限      令和２年８月31日 

・書類審査(委員長協議)  令和２年10月７日 

・選定委員会による選考  令和２年10月19日，10月21日 
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（５）選定委員 

①公園及び公園施設の指定管理者選定委員会 

（対象公園）福岡市雁の巣レクリエーションセンター，青葉公園，月隈北緑地，桧原運動公園，

西南杜の湖畔公園，今津運動公園，西部運動公園 

②公園の指定管理者選定委員会 

（対象公園）アイランドシティ中央公園，小戸公園及び生の松原海岸森林公園， 

友泉亭公園，楽水園及び松風園，舞鶴公園及び東平尾公園 

※小谷委員については，市立霊園等に関する審議にのみ参加 

（６）審査基準 

審査項目 配点 審査の主な観点 

 市民の正当かつ公平な利用の確保 15 
○利用者サービスの向上策，ニーズ把握等が適切か 

○適正利用に向けた取組は適切か 

 公園の効用の十分な発揮 50 

○公園の特性を踏まえた管理運営計画となっているか 

○施設の適切・効率的な維持管理が計画されているか 

○公園の特色を活かす事業展開が計画されているか 

 管理運営体制と人材の確保 35 

○管理運営体制は適切か 

○地域との連携は図れているか 

○類似施設・類似事業の実績はあるか 

 施設の管理運営に要する経費 5 ○指定管理経費の節減(効率的な配分)が図られているか 

 団体の財務的基盤 10 ○財務諸表による経営基盤の健全性は確保されているか 

地場企業の育成 5 ○本市に主たる事業所を有しているか 

 その他 15 
○社会的貢献とコンプライアンスに対する取組は適切か 

○環境への配慮に資する取り組みは計画されているか 

合計 135  

※指定管理者の候補者とするための最低基準点（85点）を設定する。 

※現管理者については，別途インセンティブ又はペナルティ（＋４～－４）を付与する。 

 

４ 選定結果 

  47～70ページのとおり 

区分 氏名 役職名 

学識者(緑部門) 朝廣 和夫 九州大学大学院 芸術工学研究院 准教授 

学識者(経営部門) 漆間 麻紀 日本公認会計士協会北部九州会会員（公認会計士） 

学識者(経営部門) 八島 雄士 和歌山大学観光学部 教授 

利用者代表 横山 憲治 福岡市スポーツ推進委員協議会 副会長 

行 政 奥田 正浩 住宅都市局花とみどりのまち推進部長  

   

      

 

  

 

 

  

 

   

 

 

    

      

区分 氏名 役職名 

学識者(緑部門) 朝廣 和夫 九州大学大学院 芸術工学研究院 准教授 

学識者(経営部門) 江頭 伸枝 日本公認会計士協会北部九州会会員（公認会計士） 

学識者(経営部門) 三嶋 良英 日本公認会計士協会北部九州会会員（公認会計士） 

利用者代表 愛智 ゆみ 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会顧問 

学識者(霊園部門) 小谷 みどり※ シニア生活文化研究所 所長 

行 政 奥田 正浩 住宅都市局花とみどりのまち推進部長  
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議案番号 指定管理者に管理を 

行わせる公の施設 

指定管理者に指定する者 

(○：代表者) 

指定期間 

第 239号 舞鶴公園， 

東平尾公園 

公益財団法人 

福岡市緑のまちづくり協会 

令和３年４月１日から

令和７年３月 31日まで

(４年間) 

第 240号 小戸公園， 

生の松原海岸森林公園 

株式会社環境開発 令和３年４月１日から

令和７年３月 31日まで

(４年間) 

第 241号 西部運動公園 グループフォース 

○マタケ造景株式会社 

コウフ・フィールド株式会社 

株式会社 九州総合管理 

令和３年４月１日から

令和８年３月 31日まで

(５年間) 

第 242号 今津運動公園 九州グラウンド株式会社 令和３年４月１日から

令和８年３月 31日まで

(５年間) 

第 243号 桧原運動公園 木下緑化建設株式会社 令和３年４月１日から

令和８年３月 31日まで

(５年間) 

第 244号 青葉公園 アオバパークメンテナンスグループ 

○三浦造園土木建設株式会社 

平井スポーツ建設株式会社 

令和３年４月１日から

令和８年３月 31日まで

(５年間) 

第 245号 西南杜の湖畔公園 

 

九州林産株式会社 

 

 

令和３年４月１日から

令和８年３月 31日まで

(５年間) 

第 246号 友泉亭公園， 

楽水園， 

松風園 

安藤造園土木株式会社 令和３年４月１日から

令和７年３月 31日まで

(４年間) 

第 248号 月隈北緑地 

（パークゴルフ場） 

東洋緑地建設株式会社 令和３年４月１日から

令和８年３月 31日まで

(５年間) 

第 249号 アイランドシティ 

中央公園 

小山・FM福岡共同事業体 

○株式会社小山千緑園 

株式会社エフエム福岡 

令和３年４月１日から

令和７年３月 31日まで

(４年間) 

第 250号 福岡市雁の巣レクリエ

ーションセンター 

一般財団法人公園財団 令和３年４月１日から

令和８年３月 31日まで

(５年間) 
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指定管理者に管理を行わせる公の施設毎の応募者一覧 

 

指定管理者に管理を 

行わせる公の施設 

応募 

者数 

応募団体 

(申請順 ○：代表者)   

舞鶴公園及び東平尾公園 １団体 公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会(非公募) 

小戸公園及び 

生の松原海岸森林公園 
２団体 

株式会社 環境開発 

株式会社 フクユー緑地 

西部運動公園 ３団体 

グループフォース 

 ○マタケ造景株式会社 

  ・コウフ・フィールド株式会社 

  ・株式会社 九州総合管理 

アメニス・中村緑地西部運動公園管理グループ 

  ○株式会社 日比谷アメニス九州支店 

  ・株式会社 中村緑地建設 

Ａ団体 

今津運動公園 １団体 九州グラウンド株式会社 

桧原運動公園 ２団体 
木下緑化建設株式会社 

Ｂ団体 

青葉公園 １団体 

アオバパークメンテナンスグループ 

 ○三浦造園土木建設株式会社 

  ・平井スポーツ建設株式会社 

西南杜の湖畔公園 １団体 九州林産株式会社 

友泉亭公園，楽水園及び 

松風園 

 

３団体 

安藤造園土木株式会社 

株式会社 福岡植木 

Ｃ団体 

月隈北緑地 ２団体 

東洋緑地建設株式会社 

株式会社 大橋造園土木 

アイランドシティ中央公園 ２団体 

株式会社西鉄グリーン土木 

小山・FM福岡共同事業体 

  ○株式会社 小山千緑園 

  ・株式会社 エフエム福岡 

福岡市雁の巣 

レクリエーションセンター 

１団体 

 
一般財団法人 公園財団 

合計 19団体  
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舞鶴公園及び東平尾公園の指定管理者選定結果 

 

 

舞鶴公園及び東平尾公園の指定管理者選定においては，公園の指定管理者選定委員会(以下「選

定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，公益財団法人福岡市緑のまちづく

り協会を指定管理者の候補者としたものである。 

 

【選定理由】 

   選定委員の評価結果を踏まえ，遊具や芝のきめ細かい管理計画がなされている点や， 

他県の施設との情報共有が計画されている点を評価し，公益財団法人 福岡市緑のまちづく

り協会を指定候補者として選定したもの。 

【選定委員会の評価】 

 

 

 

 

 

 

 

審査項目 

応募者名 【候補者】 
公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会 

提案額 550,264,000 円 

上限額 550,264,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 

 市民の正当かつ公平

な利用の確保 
15 12.8 

公園の特性を踏まえたサービス向上のための視点が明確に記載

されている。 

 公園の効用の十分な

発揮 
50 38.1 

公園の特性を踏まえた多彩な企画があり，緑のコーディネータ

ー等市民協働の提案や，大規模スポーツ大会の開催支援，セン

トラルパーク構想に基づく提案を評価する。 

 管理運営体制と人材

の確保 
35 24.9 専門資格保持者や，経験豊富な人材を多く確保している。 

 施設の管理運営に要

する経費 
5 3.8 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れや計上すべきでないも

のがない。 

 団体の財務的基盤 10 9.0 直近 3年で当期純利益を計上している。 

 地場企業の育成 5 5.0 本市に登記上の本店を有している。 

 その他 15 11.1 

環境への配慮において，当該公園のみならず，市域全体を把握

した都市環境改善における緑の役割を十分理解した配慮がなさ

れている。 

合計 135 104.7  

インセンティブペナルティ 4.0 

総合点 108.7 
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【 参 考 】 

 ○舞鶴公園の概要 

（１）所在地：福岡市中央区城内    

（２）面積：39.3ha（総合公園） 

（３）開園年度：昭和 23年度     

（４）主な施設 

①陸上競技場 

日本陸連第３種公認（400m ﾄﾗｯｸ 8 ﾚｰﾝ），ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ，陸上競技場付属施設 

②庭球場 ３面 

③軟式野球場 １面 

④球技場１面，球技場付属施設 

⑤牡丹芍薬園 

⑥駐車場２カ所 

 

○東平尾公園の概要 

（１）所在地：福岡市博多区東平尾一丁目，東平尾二丁目，東平尾三丁目，東平尾公園一丁目，

東平尾公園二丁目及び月隈一丁目 

（２）面積：88.1ha（総合公園）     

（３）開園年度：昭和 51年度 

（４）主な施設 

①陸上競技場 

    日本陸連第1種公認陸上競技場（400mﾄﾗｯｸ９ﾚｰﾝ，ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ，ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄ ・゙ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ），

補助競技場（日本陸連第3種公認陸上競技場：400mﾄﾗｯｸ８ﾚｰﾝ），補助競技場付属施

設，投てき練習場（第2野球場として兼用），陸上競技場付属施設，駐車場３カ所 

  ②庭球場（砂入り人工芝） 

   ｾﾝﾀｰｺｰﾄ１面，屋内ｺｰﾄ4面、屋外ｺｰﾄ15面，庭球場付属施設，駐車場1カ所  

 ③野球場（２面：第1野球場、第3野球場）   

 ④球技場 

球技場１面(天然芝)，ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ(地上5階，地下1階)，ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ，ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ，球技

場付属施設，地下体育館，駐車場1カ所，立体駐車場  

  ⑤弓道場 

遠的2的，近的10的，弓道場付属施設 

        ⑥その他 

・大谷広場（冒険ｺｰﾅｰ：25,000㎡，ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具） 

・展望台（貝花尾展望台、丸尾展望台，奥林展望台） 

・遊歩道（約4km） 

・駐車場（大谷第1駐車場，大谷第2駐車場）     

 

○指定管理者に指定する団体の概要 

（１）団体名   公益財団法人 福岡市緑のまちづくり協会 

（２）代表者   理事長 大谷 雄一郎 

（３）所在地   福岡市早良区百道浜二丁目３番26号 

（４）設立年月日 昭和60年3月26日 

（５）資本金   35,000,000円 

（６）業務内容 

・都市の緑化推進及びその普及啓発に関する事業 

・公園緑地，街路樹等の管理・運営及び利用促進に関する事業 

（７）主な実績 

・舞鶴公園及び東平尾公園指定管理者（福岡市） 

・福岡市街路樹等維持管理・整備委託（福岡市） 

-48-



公園等における令和２年度の指定管理者選定について 

１ 公園等における指定管理者制度の導入状況 

地方自治法改正による指定管理者制度創設に伴い，平成 18 年度から，住宅都市局所管の

大規模な公園等については，順次，指定管理者制度を導入しており，現在 20 公園等となっ

ている。

＜指定管理者制度の導入開始時期と対象公園等＞ 

導入開始時期 対象公園及び公園施設名

平成 18 年度 
８公園（東平尾公園，舞鶴公園，西部運動公園，今津運動公園，

桧原運動公園，月隈パークゴルフ場，友泉亭公園，楽水園） 
１公園施設（雁の巣レクリエーションセンター）

平成 19 年度 
５公園（松風園，アイランドシティ中央公園，青葉公園，小戸公園，

生の松原海岸森林公園）

平成 20 年度 １公園（西南杜の湖畔公園）

平成 24 年度 １公園（かなたけの里公園）

令和 2 年度 ４公園（平尾霊園，三日月山霊園，西部霊園，鴻巣山緑地）

２ 指定管理者指定の状況 （令和 2年 1月 31日現在） 

指定管理者制度導入済みの 20 公園等のうち，18 公園等は公募により指定管理者を選定

し，舞鶴公園及び東平尾公園については，（公財）福岡市緑のまちづくり協会を非公募で選

定している。

代表企業

1 東平尾公園

2 舞鶴公園

3 雁の巣レクリエーションセンター （一財）公園財団 公募

4 西部運動公園 グループフォース マタケ造景㈱ 公募

5 今津運動公園 九州グラウンド（株） 公募

6 桧原運動公園 木下緑化建設㈱ 公募

7 月隈パークゴルフ場 東洋緑地建設㈱ 公募

8 友泉亭公園 安藤造園土木㈱ 公募

9 楽水園 ㈱福岡植木 公募

10 松風園 ㈱都市造園 公募

11 アイランドシティ中央公園 ㈱西鉄グリーン土木 公募

12 青葉公園 アオバパークメンテナンスグループ 三浦造園土木建設㈱ 公募

13 小戸公園

14 生の松原海岸森林公園

15 西南杜の湖畔公園 九州林産㈱ 公募

16 かなたけの里公園 チーム里の環 ㈱エスティ環境設計 公募

17 平尾霊園

18 三日月山霊園

19 西部霊園

20 鴻巣山緑地

Ｈ28～
R2年度
※令和
2年度
に選定
手続き
が必要

R2～
R6年度

公園名および公園施設名 期間指定管理者名

(公財)福岡市緑のまちづくり協会

㈱福岡植木

㈱環境開発

選定

非公募

公募

公募

（参考）

令和 2 年 3 月議会 報告資料 
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３ 令和２年度に行う指定管理者選定について 

指定管理期間が令和 2 年度末までとなっている公園等については，5 年以下の期間を定

め，原則公募にて指定管理者を選定する。ただし，東平尾公園，舞鶴公園については，（公

財）福岡市緑のまちづくり協会を非公募にて選定するが，今回の選定に係る指定管理期間

は 4 年間とし，一層の民間活用等管理運営のあり方について検討を行う。 

【理由】 

○ 東平尾公園と舞鶴公園は，次のような特殊性を有する本市を代表する公園である

ため，公共もしくは公的な団体が，民間のノウハウを活用しながら管理運営する必

要があり，また，単なる施設の管理運営ではなく，スポーツ振興や史跡活用の面で

専門的知識や技術力を有する者が本市の関係施策を十分に理解しその一部を代行す

る管理運営を行う必要がある。

東平尾公園

市が誘致する国際大会やプロサッカー球団の試合が行われるなど，管理運営にあ

たり，各種競技団体のみならず本市花とみどりのまち推進部，スポーツ推進部等と

の密接な連携・調整が求められる。

舞 鶴 公 園

福岡城・鴻臚館の復元，「福岡城さくらまつり」など観光資源としての活用・整備，

セントラルパーク構想の推進など，管理運営にあたり本市花とみどりのまち推進部，

文化財活用部，観光コンベンション部等との密接な連携・調整が求められる。

○ (公財)福岡市緑のまちづくり協会は，本市の施策を実現するために市が 100%出資

し設立された公的な団体であり，市と一体となり市政を推進し補佐するための体制

と実績を有する。豊富な知識・経験を有し技術力を培ってきており，安定した管理

運営ができる。

４ 今後のスケジュール 

令和 2 年 3 月下旬 令和 2 年度の指定管理者選定について方針決定 
〃  6 月下旬～ 8 月中旬 募集要項等配布

〃  6 月下旬～ 8 月下旬 応募書類受付

〃  9 月上旬～10 月中旬 応募書類審査

〃 12 月上旬 指定管理者の指定議案提出（12 月議会） 
令和 3 年 4 月～ 指定管理開始

＜公園管理の考え方＞ 

　身近な公園

　主として地域住民が日常的に利用する公園であり，その管理運営は，地
域の声を踏まえ，地域と密に連携しながら取り組んでいく必要がある。
　管理運営はコミュニティ行政を担当する区が行っている。なお，実作業は
内容に応じ民間事業者に公募の上委託している。

区直轄

　東平尾公園
　舞鶴公園

　特に本市の政策と連携し，実現していく公園であり，その管理運営は，十
分に公共性がある者が行う必要がある。そのため，管理運営は，本市の施
策に精通し，一部を代行する能力を有する公的な団体である（公財）福岡市
緑のまちづくり協会が行っている。なお，業務内容に応じて民間事業者に公
募の上委託している。

指定管理
（非公募）

　その他の
 公園

　市が定めたルールに基づきながら，より機能やサービス向上を図る公園
であり，管理運営は，民間のノウハウ等を最大に発揮できる者が行うことが
適当であり，公募により選定された民間事業者が行っている。なお業務の一
部を再委託することも可能である。

指定管理
（公募）

公園の種類 特 徴 管理方法

　自然や風致，歴史や文化財等の資源を活かし，広域の市民が休息，鑑賞，遊戯，運動
等に総合的に利用する公園であり，その管理運営は，施設等を公平かつより有効に利用
できるよう，全市的な観点から取り組んでいく必要がある。

　大規模公園
　特殊公園

（参考）

令和 2 年 3 月議会 報告資料 
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小戸公園及び生の松原海岸森林公園の指定管理者選定結果 

小戸公園及び生の松原海岸森林公園の指定管理者選定においては，公園の指定管理者選定委員

会(以下「選定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，株式会社 環境開発

を指定管理者の候補者としたものである。 

【選定理由】 

選定委員の評価結果を踏まえ，生の松原海岸森林公園の管理についてゾーン毎に分けた 

具体的な維持管理計画を提案している点や財務的基盤の健全性を評価し，株式会社環境開発

を指定候補者として選定したもの。 

【選定委員会の評価】 

審査項目

応募者名
【候補者】

株式会社 環境開発

【次点】

株式会社 フクユー緑地

提案額 67,350,498 円 66,200,000 円 
上限額 67,357,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 評価点

市民の正当かつ公平な

利用の確保
15 12.0 

ニーズ把握を公園内のみならず，地域訪

問によっても計画しており意識の高さ

が評価できる。 

11.6 

公園の効用の十分な

発揮
50 34.4 

生の松原海岸森林公園についてゾーン

毎にテーマを設定し，具体的な維持管理

計画を提案している。 

36.4 

管理運営体制と人材の

確保
35 24.8 

施設の維持管理に必要な資格を有した

職員を多数確保しており，直接作業も期

待できる。 

23.0 

施設の管理運営に要す

る経費
5  3.4 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れや

計上すべきでないものがない。 4.0 

団体の財務的基盤 10 9.0 直近 3年で当期純利益を計上している。 4.0 

地場企業の育成 5 5.0 本市に登記上の本店を有している。 5.0 

その他 15 10.2 

社会的貢献について，学生の就労体験受

け入れや，障がい者施設との連携につい

て具体的な提案がある。 

10.4 

合計 135 98.8 94.4 

インセンティブペナルティ 4.0 - 

総合点 102.8 94.4 
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【 参 考 】 

○小戸公園の概要

（１）所在地：福岡市西区小戸二丁目及び小戸三丁目

（２）面積：19.1ha(総合公園)

（３）開園年度：昭和 17年度

（４）主な施設

多目的球技場 1面，多目的広場（遊具 4基，1.9ha），樹林（約 4.8ha），なぎさの広場

（遊具 2 基，1.5ha），入り江散策ゾーン（バーベキューコーナー），その他（管理棟，

有料駐車場等）

○生の松原海岸森林公園の概要

（１）所在地：福岡市西区生の松原一丁目及び生の松原二丁目

（２）面積：16.4ha(風致公園)

（３）開園年度：平成 10年度

（４）主な施設

松林内の散策園路，芝生広場（0.6ha）

○指定管理者に指定する団体の概要

（１）団体名  株式会社 環境開発 

（２）代表者  代表取締役 牟田 義彦 

（３）所在地   福岡市博多区吉塚六丁目6番36号 

（４）設立年月日 昭和39年5月1日

（５）資本金   476,000,000円 

（６）業務内容

・上下水道，道路，貯水槽，その他公共施設等の清掃並びに維持管理

・土木工事，建築及び付属設備工事，とび・土工・コンクリート工事，管工事，舗装工

事，浚渫工事，塗装工事，防水工事，造園工事，水道施設工事，ボーリング工事等の

設計施工並びにコンサルタント業務等の設計施工並びにコンサルタント業務

・一般廃棄物及び産業廃棄物の収集・運搬及び処理業 ・その他

（７）主な実績

・小戸公園及び生の松原海岸森林公園指定管理者（福岡市）

・公園内ごみ搬出等業務委託（公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会）

・公園園内清掃及び便所清掃業務委託（公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会）
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西部運動公園の指定管理者選定結果 

西部運動公園の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会(以下

「選定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，グループフォース(代表者 マ

タケ造景株式会社)を指定管理者の候補者としたものである。

【選定理由】 

選定委員の評価結果を踏まえ，幅広いサービス向上の提案が特に具体的に提案されている

点や，地域貢献についてきめ細かい連携が計画されていた点を評価し，グループフォースを

指定候補者として選定したもの。 

【選定委員会の評価】 

審査項目

応募者

名

【候補者】

グループフォース

【次点】

アメニス・

中村緑地

西部運動公園

管理グループ

A 団体 

提案額 60,500,000 円 60,500,000 円 57,725,235 円 

上限額 61,065,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 評価点 評価点

市民の正当かつ

公平な利用の確保
15 12.8 

サービス向上計画において，現状に即

した細かな対応が検討されている。 
12.0 5.4 

公園の効用の十分

な発揮
50 38.6 

公園の特色を活かす取り組みについて

も，トータルとしての計画に加えて，具体

性もある。 

38.4 17.6 

管理運営体制と

人材の確保
35 28.6 

地域との連携について，福祉施設と連

携した物販など対象・実施手法のいず

れも具体的である。 

20.0 9.6 

施設の管理運営に

要する経費
5 3.8 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れ

や計上すべきでないものがない。 
  3.6   3.6 

団体の財務的基盤 10 5.0 
直近３年で当期純利益を計上してい

る。 
7.0 6.0 

地場企業の育成 5 5.0 本市に登記上の本店を有している。 3.0 5.0 

その他 15 11.2 
社会的貢献について，地域合同防災訓

練の企画など具体的な提案がある。 
10.4 7.0 

合計 135 105.0 94.4 54.2 

インセンティブペナルティ 3.5 - - 

総合点 108.5 94.4 54.2 
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【 参 考 】 

○西部運動公園の概要

（１）所在地：福岡市西区大字飯盛

（２）面積：11.1ha(運動公園）

（３）開園年度：昭和 54年度

（４）主な施設

硬式野球場 1面，テニスコート 10面，壁打ちコート１面，その他の球技場 1面，芝生広

場（芝舗装・遊具 9基，1.6ha），その他（管理棟，有料駐車場，ドッグラン等）

○指定管理者に指定する団体の概要

（１）団体名  グループフォース 

（２）構成団体（○：代表者）

○マタケ造景株式会社 代表取締役 真武 弘延

コウフ・フィールド株式会社 代表取締役 加治木 英隆

株式会社 九州総合管理 代表取締役 後藤 元生

（３）各団体の概要

①マタケ造景株式会社

○所在地  福岡市東区下原二丁目16番１号 

○設立年月日 平成２年７月５日

○資本金  20,000,000円 

○業務内容

・造園工事の企画・設計・施工・監理・維持管理及び請負

・土木工事，スポーツ施設工事，とび土木工事，給排水，衛生設備の企画・設計・施

工・監理及び請負  ・その他

②コウフ・フィールド株式会社

○所在地   福岡市博多区東那珂二丁目19番25号 

○設立年月日 昭和49年５月20日

○資本金  40,000,000円 

○業務内容

・屋内外運動施設，総合運動公園，及びそれらの付帯施設の維持管理及び運営に関す

る業務委託及び指定管理業務

・建築工事，土木工事，大工工事，左官工事，とび・土工・コンクリート工事，石工事，

屋根工事，電気工事，管工事，タイル・れんが・ブロック工事，鋼構造物工事，鉄筋

工事，ほ装工事，板金工事，ガラス工事，塗装工事，防水工事，内装仕上げ工事，機

械器具設置工事，熱絶縁工事，電気通信工事，造園工事，建具工事，水道施設工事及

び消防施設工事の設計・施工・管理・工事監理及びそれらの仲介・斡旋業務

・その他

③株式会社 九州総合管理

○所在地 福岡市城南区七隈七丁目24番22号 

○設立年月日 昭和63年６月１日

○資本金  10,000,000円 

○業務内容

・ビルの清掃管理

・空調設備，電気設備，貯水槽の清掃管理

・汚物，ゴミの収集

・警備保安業務 ・その他

（４）主な実績（代表者のみ）

・西部運動公園指定管理者（福岡市）

・平成29年度早良区公園等管理業務委託（福岡市）
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今津運動公園の指定管理者選定結果 

今津運動公園の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会(以下

「選定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，九州グラウンド株式会社を指

定管理者の候補者としたものである。 

【選定理由】 

  選定委員の評価結果を踏まえ，芝生の整備や公園の利便性向上のための提案が具体的にな

されている点を評価し，九州グラウンド株式会社を指定候補者として選定したもの。 

【選定委員会の評価】 

審査項目

応募者名
【候補者】

九州グラウンド株式会社

提案額 144,950,000 円 

上限額 145,299,000 円 

配点 評価点 主な評価内容

市民の正当かつ公平

な利用の確保
15 13.0 

提案内容が現状の課題等に基づく具体的かつ積極的なものとな

っている。 

公園の効用の十分な

発揮
50 40.2 

施設の現況，また，周辺の課題や連携主体との関係を的確に捉

えている。はだしで遊べる清潔で美しい芝生と，それを活かし

た多様な企画事業により，公園の活性化が期待できる。 

管理運営体制と人材

の確保
35 29.0 

造園に精通した人材を多く確保できており，質の高い芝地管理

が期待できる。  

施設の管理運営に要

する経費
5 3.8 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れや計上すべきでないも

のがない。 

団体の財務的基盤 10 9.0 直近 3年で当期純利益を計上している。 

地場企業の育成 5 5.0 本市に登記上の本店を有している。 

その他 15 11.2 

社会貢献の理念が明確である。 

地域特性や緑の基本計画を踏まえた取り組むべき環境への配慮

手法を評価する。 

合計 135 111.2 

インセンティブペナルティ 4.0 

総合点 115.2 
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【 参 考 】 

○今津運動公園の概要

（１）所在地：福岡市西区今津

（２）面積：30.8ha（運動公園）

（３）開園年度：平成 4年度

（４）主な施設

体育館(35ｍ×35ｍ，約 1,200 ㎡)，球技場 2面(天然芝：Aグラウンド(北側)約 2ha，Bグ

ラウンド(南側)約 1ha),テニスコート 18 面，壁打ちコート 1 面，多目的グラウンド(約

2.6ha:野球，ソフトボール場)，芝生広場(約 1.8ha)，硬式野球場 1面(約 2.0ha),その他

(遊具広場等) 

○指定管理者に指定する団体の概要

（１）団体名  九州グラウンド株式会社 

（２）代表者  代表取締役 生林 弘太郎 

（３）所在地   福岡市東区和白東二丁目１番44号 

（４）設立年月日 昭和46年10月12日

（５）資本金   30,000,000円 

（６）業務内容

・グラウンド及びコート，ゴルフコース，スポーツランドその他スポーツに関する施設

の設計施工

・上記施設の維持管理，補修，施工及び管理に必要な材料ならびに用具の販売修理

・その他

（７）主な実績

・今津運動公園指定管理者（福岡市）

・ベスト電器スタジアム芝管理業務委託（公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会）

・須恵町運動公園緑地管理業務委託（須恵町）
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桧原運動公園の指定管理者選定結果 

桧原運動公園の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会(以下

「選定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，木下緑化建設株式会社を指定

管理者の候補者としたものである。 

【選定理由】 

  選定委員の評価結果を踏まえ，公園の維持管理をするために必要な資格保有者が十分に確

保されている点や，これまでに収集した環境データを活用した提案がなされている点を評価

し，木下緑化建設株式会社を指定候補者として選定したもの。 

【選定委員会の評価】 

審査項目

応募者名
【候補者】

木下緑化建設株式会社

【選外】

Ｂ団体

提案額 66,770,000 円 66,792,000 円 
上限額 66,813,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 評価点

市民の正当かつ公平な

利用の確保
15 12.8 

ニーズ把握を公園内のみならず，地域

訪問によっても計画しており意識の高

さが評価できる。 

10.6 

公園の効用の十分な

発揮
50 39.6 

管理運営のテーマ設定において，交流

とコミュニケーションの創出というテ

ーマを設定しているが，それを裏付け

る様々な企画事業が世代ごとに提案さ

れており，実現可能性が感じられる。 

30.4 

管理運営体制と人材の

確保
35 27.2 

地域との連携計画において，地域に積

極的に出向く姿勢がある。 
18.6 

施設の管理運営に要す

る経費
5  3.6 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れや

計上すべきでないものがない。 3.4 

団体の財務的基盤 10 3.0 直近 3年で当期純利益を計上している。 6.0 

地場企業の育成 5 5.0 本市に登記上の本店を有している。 5.0 

その他 15 10.8 

社会的貢献について，子供や学生の就

労体験受け入れや地域雇用の計画があ

る。 

8.6 

合計 135 102.0 82.6 

インセンティブペナルティ 4.0 - 

総合点 106.0 82.6 
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【 参 考 】 

○桧原運動公園の概要

（１）所在地：福岡市南区大字桧原，桧原五丁目，桧原六丁目及び大字柏原

（２）面積：約 13.6ha（運動公園）

（３）開園年度：平成 5年度

（４）主な施設

硬式野球場 1 面，テニスコート 7 面，多目的広場（２箇所：1.0ha , 0.3ha），自由広

場（0.3ha），遊具広場，健康広場，その他（管理棟，駐車場等）

○指定管理者に指定する団体の概要

（１）団体名  木下緑化建設株式会社 

（２）代表者  代表取締役社長 木下 浩市 

（３）所在地   福岡市南区長丘三丁目13番27号 

（４）設立年月日 昭和42年２月９日

（５）資本金   48,000,000円 

（６）業務内容

・植木，苗木類の販売

・各種庭公園設計施工

・土木工事一式

・その他

（７）主な実績

・桧原運動公園指定管理者（福岡市）

・花畑園芸公園指定管理者（福岡市）

・春日公園指定管理者（福岡県）

・グリーンピアなかがわ指定管理者（那珂川市）
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青葉公園の指定管理者選定結果 

青葉公園の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会(以下「選定

委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，アオバパークメンテナンスグループ

(代表者 三浦造園土木建設株式会社)を指定管理者の候補者としたものである。 

【選定理由】 

  選定委員の評価結果を踏まえ，公園の運営における感染症対策が特に具体的に示されてお

り，また，多様な地域，住民との連携事業について提案されていたことを評価し，アオバパ

ークメンテナンスグループを指定候補者として選定したもの。 

【選定委員会の評価】 

審査項目

応募者

名

【候補者】

アオバパークメンテナンスグループ

提案額 38,600,000 円 

上限額 38,699,000 円 

配点 評価点 主な評価内容

市民の正当かつ公平

な利用の確保
15 12.0 

多様性や環境変化に対応した具体的なサービス向上計画が提案

されている。 

公園の効用の十分な

発揮
50 38.8 

施設の現況，また，周辺の課題や連携主体との関係を的確に捉

えている。スポーツ，カルチャー，環境保護と多様な企画事業

の提案があり，公園に出かけたくなる演出がなされている。 

管理運営体制と人材

の確保
35 28.2 

イベント企画のための「レクリエーション研修」など多様な職

員研修により，人材育成が図られている。 

施設の管理運営に要

する経費
5 3.6 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れや計上すべきでないも

のがない。 

団体の財務的基盤 10 7.0 直近 3年中 2年，当期純利益を計上している。 

地場企業の育成 5 5.0 本市に登記上の本店を有している。 

その他 15 10.6 

社会貢献の理念が明確である。 

地域特性を踏まえ，隣接する高齢者宅を訪問し，落ち葉清掃を

無料で行うなど，高齢化社会への配慮・手法を評価する。 

合計 135 105.2 

インセンティブペナルティ 4.0 

総合点 109.2 
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【 参 考 】 

○青葉公園の概要

（１）所在地：福岡市東区青葉三丁目及び青葉四丁目

（２）面積：約 10.8ha（総合公園）

（３）開園年度：平成 13年度

（４）主な施設

テニスコート 7 面，壁打ちコート１面，土の広場（0.6ha），芝生広場（1.3ha），遊具

広場（遊具 4基，96 ㎡），冒険広場（遊具 2基，66㎡），その他（管理棟，駐車場等） 

○指定管理者に指定する団体の概要

（１）団体名 アオバパークメンテナンスグループ

（２）構成団体（○：代表者）

○三浦造園土木建設株式会社 代表取締役 三浦 義孝

平井スポーツ建設株式会社 代表取締役 平井 秀文

（３）各団体の概要

①三浦造園土木建設株式会社

○所在地   福岡市東区青葉一丁目19番21号 

○設立年月日 平成12年４月18日

○資本金  45,000,000円 

○業務内容

・造園・緑化工事の企画，設計，施工，請負

・公園，街路樹，緑地帯の維持管理及び清掃

・土木・建築工事，スポーツ施設の企画，設計，施工，請負 ・その他

②平井スポーツ建設株式会社

○所在地 福岡市東区箱崎三丁目13番15号 

○設立年月日 昭和44年10月１日

○資本金   45,000,000円 

○業務内容

・土木工事業

・体育施設器具の製作，設置，販売

・公共施設及びスポーツ施設の管理，運営，企画事業 ・その他

（４）主な実績（代表者のみ）

・青葉公園指定管理者（福岡市）

・立花寺緑地リフレッシュ農園指定管理者（福岡市）

・博多区内学校施設他樹木管理業務委託（公益財団法人福岡市施設整備公社）
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西南杜の湖畔公園の指定管理者選定結果 

西南杜の湖畔公園の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会

(以下「選定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，九州林産株式会社を指

定管理者の候補者としたものである。 

【選定理由】 

選定委員の評価結果を踏まえ，公園の特色を活かした具体的な提案がなされている点や，

独自のリスクマップを作成し，利用者の安全確保に努めている点を評価し，九州林産株式会

社を指定候補者として選定したもの。 

【選定委員会の評価】 

審査項目

応募者名
【候補者】

九州林産株式会社

提案額 69,707,000 円 

上限額 70,059,000 円 

配点 評価点 主な評価内容

市民の正当かつ公平

な利用の確保
15 11.2 

提案内容が現状の課題等に基づく具体的かつ積極的なものとな

っている。 

公園の効用の十分な

発揮
50 35.4 

施設の現況，また，周辺の課題や連携主体との関係を的確に捉

えている。スポーツ公園としての特徴を活かし，様々な教室を

世代ごとに企画している。 

管理運営体制と人材

の確保
35 26.0 造園の専門資格を持った人材を多数雇用する計画がある。 

施設の管理運営に要

する経費
5 3.6 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れや計上すべきでないも

のがない。 

団体の財務的基盤 10 9.0 直近 3年で当期純利益を計上している。 

地場企業の育成 5 5.0 本市に登記上の本店を有している。 

その他 15 10.2 

社会貢献の理念が明確である。 

地域特性や緑の基本計画を踏まえた取り組むべき環境への配慮

手法を評価する。 

合計 135 100.4 

インセンティブペナルティ 4.0 

総合点 104.4 
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【 参 考 】 

 ○西南杜の湖畔公園の概要 

（１）所在地：福岡市城南区七隈六丁目，干隈二丁目及び梅林三丁目 

（２）面積：約 12.3ha(総合公園) 

（３）開園年度：平成 15年度 

（４）主な施設 

   軟式野球場 1 面，テニスコート 4 面，その他の球技場 1 面，芝生広場（0.6ha），多目

的広場（0.3ha），遊具広場，自由広場，その他（管理棟，駐車場等）   

 

 ○指定管理者に指定する団体の概要 

（１）団体名   九州林産株式会社 

（２）代表者   代表取締役社長 中島 豊 

 （３）所在地   福岡市南区野間三丁目7番20号 

 （４）設立年月日 昭和24年3月30日 

 （５）資本金   490,000,000円 

（６）業務内容 

・九州電力株式会社の水源かん養林の受託経営 

・森林管理事業 

・木材，その他林産物の生産，加工及び販売 

・土木工事，建築工事，造園工事，とび・土木工事の企画，設計，施工，監理及びコン

サルティングに関する事業 

・緑化事業及び林業に関する受託事業 

・園芸用樹木，草木類の生産及び園芸用品・材料の販売 

・その他 

 （７）主な実績 

・かなたけの里公園指定管理者（福岡市） 

・今津リフレッシュ農園指定管理者（福岡市） 

・夜須高原記念の森指定管理者（福岡県） 

・筑豊緑地指定管理者（福岡県） 
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友泉亭公園，楽水園及び松風園の指定管理者選定結果 

 

 

友泉亭公園，楽水園及び松風園の指定管理者選定においては，公園の指定管理者選定委員会(以

下「選定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，安藤造園土木株式会社を指

定管理者の候補者としたものである。 

 

【選定理由】 

選定委員の評価結果を踏まえ，スケールメリットを活かした質の高い維持管理，３庭園を

一体としたブランディングや回遊性を高める具体的な提案がなされていた点を評価し，安藤

造園土木株式会社を指定候補者として選定したもの。 

【選定委員会の評価】 

  

審査項目 

応募者

名 
【候補者】 

安藤造園土木株式会社 

【次点】 
株式会社 

福岡植木 

Ｃ団体 

提案額 74,800,000 円 74,340,000 円 74,989,380 円 

上限額 75,014,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 評価点 評価点 

市民の正当かつ 
公平な利用の確保 

15 11.8 
サービス向上計画において，現状に即

した細かな対応が検討されている。 
12.6 11.4 

公園の効用の十分

な発揮 
50 39.8 

スケールメリットを活かした植栽の管理に

ついて，具体的な提案がある。また，３庭

園を一体としたブランディングや回遊性を

高める提案についても，具体性があり評

価できる。 

37.2 34.4 

管理運営体制と 
人材の確保 

35 27.2 

地域との連携について，大学と連携し

たホタル観賞会や地域と連携した消防

訓練など対象・実施手法のいずれも具

体的である。 

27.2 27.4 

施設の管理運営に

要する経費 
5 3.4 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れ

や計上すべきでないものがない。 
  4.2   3.6 

団体の財務的基盤 10 9.0 
直近 3 年で当期純利益を計上してい

る。 
9.0 4.5 

地場企業の育成 5 5.0 本市に登記上の本店を有している。 5.0 5.0 

その他 15 10.8 

社会的貢献について，城南区フェステ

ィバルへの運営協力など具体的であ

る。 

11.0 10.8 

合計 135 107.0  106.2 97.1 

インセンティブペナルティ 4.0 4.0 4.0 

総合点 111.0 110.2 101.1 
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【 参 考 】 

○友泉亭公園の概要

（１）所在地：福岡市中央区笹丘一丁目及び城南区友泉亭

（２）面積：1.1ha(歴史公園）

（３）開園年度：昭和 56年度

（４）主な施設

本館（茶室 3室，水屋，便所，事務室等）1棟，茶室（如水庵）1棟，池泉回遊式庭園（滝・

流れ・池，石橋，野点広場，腰掛け待合い，四阿，蹲，灯籠），券売所 1棟，その他（有

料駐車場等）

○楽水園の概要

（１）所在地：福岡市博多区住吉二丁目及び住吉三丁目

（２）面積：0.3ha(都市緑地）

（３）開園年度：平成 7年度

（４）主な施設

集会室（茶室 4 室，水屋，便所，事務室等）1 棟，土蔵 1 棟，門 1 基，博多塀(140ｍ)，

池泉回遊式庭園（滝・流れ・池，野点広場，茶庭等），その他（有料駐車場等）

○松風園の概要

（１）所在地：福岡市中央区平尾三丁目

（２）面積：0.24ha(都市緑地）

（３）開園年度：平成 19年度

（４）主な施設

茶室棟（茶室，和室），野点広場，その他（駐車場等）

○指定管理者に指定する団体の概要

（１）団体名  安藤造園土木株式会社 

（２）代表者  代表取締役 白木 成光  

（３）所在地  福岡市早良区西新二丁目1番54号 

（４）設立年月日 昭和44年7月31日

（５）資本金   48,000,000円 

（６）業務内容

・造園工事・土木建築工事の請負業

・造園工事及び土木工事資材の販売

・その他

（７）主な実績

・友泉亭公園指定管理者（福岡市）

・福岡大学バラ園維持管理業務（学校法人福岡大学）
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月隈北緑地(パークゴルフ場)の指定管理者選定結果 

月隈北緑地の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会(以下「選

定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，東洋緑地建設株式会社を指定管理

者の候補者としたものである。 

【選定理由】 

  選定委員の評価結果を踏まえ，利用者のみならず近隣住民に対するサービス向上計画の取

組みが提案されていた点や，フードサービスの提供など公園の立地を考慮した提案がされて

いた点を評価し，東洋緑地建設株式会社を指定候補者として選定したもの。 

【選定委員会の評価】 

審査項目

応募者名
【候補者】

東洋緑地建設株式会社

【次点】

株式会社

大橋造園土木

提案額 23,600,000 円 23,000,000 円 
上限額 23,670,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 評価点

市民の正当かつ公平な

利用の確保
15 13.4 

習熟度にそったビギナータイムの導

入・ゆずりあいゾーンの設定など，利用

者目線に立った提案があり，初心者でも

始めやすい環境づくりへの配慮がある。 

10.4 

公園の効用の十分な

発揮
50 38.2 

管理運営のテーマ設定において，生涯ス

ポーツ社会実現という興味深いテーマ

を設定しており，管理運営との整合性が

ある程度確保され，実現可能性が感じら

れる。 

35.8 

管理運営体制と人材の

確保
35 27.2 

地域との連携計画において，地域に積極

的に出向く姿勢がある。 
21.2 

施設の管理運営に要す

る経費
5  3.6 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れや

計上すべきでないものがない。 4.0 

団体の財務的基盤 10 9.0 直近 3年で当期純利益を計上している。 9.0 

地場企業の育成 5 5.0 本市に登記上の本店を有している。 5.0 

その他 15 10.6 

社会的貢献について，子供や学生の就労

体験受け入れや障がい者就労支援施設

との連携計画がある。 

10.0 

合計 135 107.0 95.4 

インセンティブペナルティ 4.0 - 

総合点 111.0 95.4 
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【 参 考 】 

 ○月隈北緑地の概要 

（１）所在地：福岡市博多区月隈三丁目及び月隈六丁目 

（２）面積：約 2.0ha（都市緑地） 

（３）開園年度：平成 11年度 

（４）主な施設 

   パークゴルフ場（18 ホール・コース延長 712ｍ，練習ホール 1ホール），その他（管理

棟，駐車場等）   

 

○指定管理者に指定する団体の概要 

（１）団体名   東洋緑地建設株式会社 

（２）代表者   代表取締役社長 黒木 洋一 

（３）所在地   福岡市博多区板付五丁目11番2号 

（４）設立年月日 昭和47年4月3日 

（５）資本金   38,000,000円 

（６）業務内容 

・造園工事，土木工事，石工事に関する工事の設計及び施行 

・造庭公園資材の販売 

（７）主な実績 

・月隈北緑地指定管理者（福岡市） 

・福岡県営東公園指定管理者（福岡県） 

・福岡工業大学樹木等管理委託業務（学校法人福岡工業大学） 
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アイランドシティ中央公園の指定管理者選定結果

アイランドシティ中央公園の指定管理者選定においては，公園の指定管理者選定委員会(以下

「選定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，小山・FM 福岡共同事業体を

指定管理者の候補者としたものである。 

【選定理由】 

選定委員の評価結果を踏まえ，ラジオ番組による新たな広報計画、アーバンキャンプの開

催等、新しい提案が複数盛り込まれている点や，多くの常駐職員の確保等公園の維持管理水

準の向上に対する姿勢を評価し，小山・FM福岡共同事業体を指定候補者として選定したもの。 

【選定委員会の評価】 

審査項目

応募者名
【候補者】

小山・FM 福岡共同事業体 

【次点】

株式会社

西鉄グリーン土木

提案額 112,717,680 円 113,000,000 円 
上限額 113,797,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 評価点

市民の正当かつ公平な

利用の確保
15 13.2 

ニーズ把握を定期アンケートのみなら

ず，直接聴取によっても計画しており意

識の高さが評価できる。 

11.2 

公園の効用の十分な

発揮
50 39.4 

ラジオ番組による広報や，アーバンキャ

ンプの開催等，公園を活性化する積極的

な提案が多数見られる。 

34.6 

管理運営体制と人材の

確保
35 24.8 

常勤職員を多く配置し，管理体制の強化

を図っている。 
26.6 

施設の管理運営に要す

る経費
5  4.0 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れや

計上すべきでないものがない。 3.4 

団体の財務的基盤 10 6.0 直近 3年で当期純利益を計上している。 4.0 

地場企業の育成 5 5.0 本市に登記上の本店を有している。 5.0 

その他 15 10.4 

社会的貢献について，防犯カメラの設置

等，子供たちや，地域住民の安全確保へ

の提案がある。 

11.2 

合計 135 102.8 96.0 

インセンティブペナルティ - 4.0 

総合点 102.8 100.0 
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【 参 考 】 

○アイランドシティ中央公園の概要

（１）所在地：福岡市東区香椎照葉三丁目及び香椎照葉四丁目

（２）面積：19.4ha(総合公園）

（３）開園年度：平成 17年度

（４）主な施設

体験学習施設「ぐりんぐりん」（約 5,000 ㎡），雨水を利用した池(約 1.3ha)，多目的広

場(約 0,8ha)，国際交流庭園（6か国：中国広州市，韓国釜山市，アトランタ市，オーク

ランド市（アメリカ・ニュージーランド），ボルドー市），グリーンベルト，その他（遊

具広場，駐車場等） 

○指定管理者に指定する団体の概要

（１）団体名  小山・FM福岡共同事業体 

（２）構成団体（○：代表者）

○株式会社小山千緑園 代表取締役 小山 徹志

株式会社エフエム福岡 代表取締役社長 光富 彰

（３）各団体の概要

①株式会社小山千緑園

○所在地   福岡市東区若宮五丁目９番８号 

○設立年月日 昭和52年９月１日

○資本金  30,000,000円 

○業務内容

・造園・緑化工事の企画，設計，施工，請負

・公園，街路樹，緑地帯の維持管理及び清掃

②株式会社エフエム福岡

○所在地  福岡市中央区清川一丁目９番19号 

○設立年月日 昭和44年７月22日

○資本金   200,000,000円 

○業務内容

・放送法による超短波放送業務

・放送番組の制作及び販売

(４)主な実績（代表者のみ）

・平成29年度南区公園等管理業務委託（福岡市）

・福岡南部地区緑化維持工事（国土交通省九州地方整備局）

・福岡西部地区緑化維持工事（国土交通省九州地方整備局）
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福岡市雁の巣レクリエーションセンターの指定管理者選定結果 

 

 

福岡市雁の巣レクリエーションセンターの指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指

定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，一

般財団法人 公園財団を指定管理者の候補者としたものである。 

 

【選定理由】 

  選定委員の評価結果を踏まえ，年間を通したスポーツ教室など施設の有効利用が計画され

ており，また，コミュニティスペースの新設など新たなサービスの提供を企画している点を

評価し，一般財団法人 公園財団を指定候補者として選定したもの。 

【選定委員会の評価】 

 

 

  

審査項目 

応募者名 【候補者】 
一般財団法人 公園財団 

提案額 163,700,000 円 

上限額 163,793,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 

 市民の正当かつ公平

な利用の確保 
15 13.4 

高齢者や，子育て世代などセグメントに応じた具体的かつ積極

的な提案がある。 

 公園の効用の十分な

発揮 
50 43.0 

施設の現況，また，周辺の課題や連携主体との関係を的確に捉

えている。生涯現役社会を実現する多様な健康運動プログラム

が充実しており，パークマネジメントとしてのトータルの完成

度が高い。 

 管理運営体制と人材

の確保 
35 28.8 

イベント開催時等には，他事業所からピンポイントで応援人員

を派遣する等，管理体制について万全である。 

 施設の管理運営に要

する経費 
5 3.6 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れや計上すべきでないも

のがない。 

 団体の財務的基盤 10 3.0 直近 3年で当期純利益を計上している。 

 地場企業の育成 5 0.0 本市に登記上の本店を有していない 

 その他 15 11.6 

社会貢献の理念が明確である。 

地域特性や緑の基本計画を踏まえた取り組むべき環境への配慮

手法を評価する。 

合計 135 103.4  

インセンティブペナルティ 4.0 

総合点 107.4 
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【 参 考 】 

○福岡市雁の巣レクリエーションセンターの概要

（１）所在地：福岡市東区大字奈多

（２）面積：66ha

（３）開園年度：昭和 46年度

（４）設置根拠：福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例

（５）主な施設

軟式野球場 11 面，硬式野球場 2面（内スタンド付 1面），ソフトボール場 5面（内スタン

ド付 1面），球技場 6面，少年野球場 1面，テニス・バレーコート 4面，多目的グラウン

ド 3面(うち屋根付き 1面），その他（サイクリングコース，レジャー農園，駐車場等）  

○指定管理者に指定する団体の概要

（１）団体名  一般財団法人 公園財団 

（２）代表者  理事長 蓑茂 壽太郎 

（３）所在地   東京都文京区関口一丁目47番12号 

（４）設立年月日 昭和49年５月１日

（５）資本金   1,016,000,000円（基本財産） 

（６）業務内容

・国営公園管理運営業務，都市公園等の指定管理業務

・公園緑地等に関する調査研究，技術開発，人材の養成及び派遣

・公園緑地等に関する利用増進のための普及啓発 ・その他

（７）主な実績

・福岡市雁の巣レクリエーションセンター指定管理者（福岡市）

・埼玉県吉見総合運動公園指定管理者（埼玉県）

・一宮市大野極楽寺公園指定管理者（愛知県一宮市）

・国営海の中道海浜公園運営維持管理業務（国土交通省九州地方整備局）

・国営吉野ケ里歴史公園管理運営業務（国土交通省九州地方整備局）
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(※)福岡市情報公開条例に定める非公開情報と

認められるおそれのある情報については，掲載

しておりません。 



香蘭女子短期大学 

三宅中学校 

西鉄大橋駅 

事故車両 

街路樹 

【位置図】 

【事故現場写真】 【車両損傷状況①】 

【車両損傷状況②】 【落下した枝】 

長さ約 3.7ｍ 

当該街路樹 
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(※)福岡市情報公開条例に定める非公開情報と

認められるおそれのある情報については，掲載

しておりません。 



 

東公園 

福岡県庁 

九州大学病院 

事故車両 

街路樹 

【位置図】 

【事故現場写真】 【車両損傷状況①】 

【車両損傷状況②】 【落下した枝】 

長さ約 3.5ｍ 

当該街路樹 
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