
長崎県立総合運動公園指定管理者募集要項

長崎県立総合運動公園（以下「公園」という。）の管理運営業務を効果的かつ効率的に

実施するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項及び長崎県立都市公

園条例（昭和35年長崎県条例第39号、以下「条例」という。）第21条の規定に基づき、以

下のとおり指定管理者を募集します。

                                                           

１ 対象となる施設の名称及び所在地

(1) 名称   長崎県立総合運動公園                          

(2) 所在地   長崎県諫早市宇都町２７番１号

２ 対象となる施設の概要等

(1) 面積    約３１．８ﾍｸﾀｰﾙ

(2) 主な施設の構造・規模等

   ①有料公園施設の名称

・陸上競技場  トラック 1周 400ｍ 走路9コース 全天候舗装

（第1種公認）  フィールド 天然芝

施設 室内練習場、トレーニング室、会議室、放送室、記者室、

医務室、更衣室、事務室、便所、倉庫 等

照明設備 1500ﾙｸｽ 大型映像装置 雨水利用施設

・補助競技場  １周 400ｍ ８コース 全天候舗装

（第３種公認） フィールド 天然芝

施設 倉庫兼用スタンド等

・テニスコート 砂入り人工芝 16コート 全コート照明

（うち８面は諫早市テニス場）

・野球広場  ４面（２・４コートはナイター照明）

・ソフトボール場 １面 照明設備完備

・水泳プール  25ｍプール、幼児プール、レインドロップ、流水プール、ロッ

クスライダー、ウォータースライダー

②その他公園施設の名称

・ちびっこ広場、芝生広場、駐車場、便所等

(3) 施設の沿革

   長崎県立総合運動公園は、諫早市宇都町の国道５７号沿いの市街地に位置し、昭和

44年に開催された第２４回国民体育大会のメイン会場として建設された総合公園です。

平成２６年に開催された第６９回国民体育大会に向け、陸上競技場及び補助競技場

の建て替え整備を行いました。

令和２年度に諫早市が旧サッカー場跡地に８面のテニス場を整備しました。（運営

は県が市から事務委託を受けており、指定管理者は県テニス場と同様の管理を行う。）
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３ 管理運営方針

(1) 基本方針

県立総合運動公園は、上山公園の一部に位置づけられ、市街地における緑のシンボ

ルとして、緑豊かな都市景観を創り出しており、市民の身近な安らぎを感じられる憩

いの場となっているとともに、背後には約９０ﾍｸﾀｰﾙの森が広がり、風致地区に指定さ

れるなど豊かな自然環境にも恵まれています。

公園内には、この緑豊かな環境の中で楽しむことができる陸上競技場などのスポー

ツ施設をはじめ、子供たちや家族で利用できる水泳プールや遊具施設、広々とした芝

生広場などが整備されており、スポーツやレクリエーション、散策等による健康維持

の場や、各種イベント等による交流・ふれあいの場を提供しています。

また、延焼拡大の防止、災害時の避難場所としての役割、救護活動の場を提供する

等、都市防災機能も有しています。

なお、平成２５年３月に供用開始した陸上競技場は、日本陸連第１種公認の競技場

として各種陸上競技大会等が開催されるとともに、Ｊリーグ２部Ｖ・ファーレン長崎

のホームスタジアムとして年間２０試合以上のホームゲームが開催されます。

この施設の設置目的を十分に理解し、多様な機能を持つ都市施設として、適正な管

理運営を行う必要があります。

(2) 維持管理方針

   園地や植栽については、公園の特性を踏まえ、豊かな自然環境の保全や創出を行う

ため、適正な管理により安全で衛生的な質の高い維持管理水準が求められます。

    また、公園は、幼児からお年寄りまで幅広い利用者が様々な目的で利用します。

施設や設備については、誰もが安全に、快適に、安心して利用することができるよう、

適正な管理や保守点検を行う必要があります。

(3) 運営方針

   公園利用者のスポーツ・レクリエーション等の多様化に対応できるよう、利用者ニ

ーズの把握に努め、これらを踏まえた管理運営を行う必要があります。

   また、都市公園を利用したスポーツの普及に寄与するような業務、公園施設の利用

を促進するようなイベントの開催、県民との協働の機会を増やすような業務を行うこ

とも必要です。

(4) これからの都市公園に求められる役割

   都市公園はこれまでも県民のスポーツ・レクリエーション・健康の維持の場、地域

の祭りやイベントの開催場所、ボランティアの活動の場などとして、県民の交流拠点

としての役割を果たしてきました。

一方、人口減少による地域コミュニティの希薄化、地域活性化への関心の増大など

社会情勢の変化を背景に、これまで以上に県民の活発な交流拠点として地域の活性化

に積極的に寄与することが求められています。

こういった背景を受け、県立総合運動公園の管理者として、①県内最大の陸上競技

場を中心とする各種スポーツ施設や市街地の中にある憩いの緑地など固有の資源を利

用し更なる公園の利活用を図ること ②県民の主体的な参加による多様な公園の利活

用を図ること が必要とされます。
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(5) 法令等の遵守

   公園の管理運営業務を行うにあたっては、次の法令等を遵守していただきます。

  (ｱ) 都市公園法（以下「法」という。）、都市公園法施行令、都市公園法施行規則

(ｲ) 地方自治法、地方自治法施行令

(ｳ) 労働基準法

(ｴ) 長崎県立都市公園条例、長崎県立都市公園条例施行規則

(ｵ) 長崎県個人情報保護条例

(ｶ) 施設維持、設備保守点検に関する法規

  水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、消防法

(ｷ) その他の関連法規

４ 指定管理者が行う業務の範囲

  業務の範囲は次の(1)～(6)のとおりとします。

  業務内容の全部又は主要な部分を第三者に対して委託することはできません。ただし

主要な部分以外の業務については、専門の業者等（別紙資料11）に委託できるものとし

ます。

  業務の範囲と内容の詳細については、別添「仕様書」を参照して下さい。

(1) 公園及びその附属設備の維持管理に関する業務

  (ｱ) 公園区域内の竹木、芝生その他の植生の育成管理

(ｲ) 公園区域内の清掃整備並びに公園施設・設備の保守・管理及び軽微な補修

(ｳ) 公園利用者の安全の確保のため必要な措置

(2) 公園の利用に関する業務

(ｱ) 公園内での行為の許可（条例第３条関係）

(ｲ) 有料公園施設の利用の承認（条例第７条関係）

(ｳ) 上記(ｱ)及び(ｲ)に係る利用料金の設定及び徴収事務

(ｴ) 公園施設の利用行為に関する監視

  (ｵ) 公園の利用促進及び都市公園を利用したスポーツの普及に寄与する業務

(3) 備品の管理に関する業務

(4) セルフモニタリング

  (ｱ) 業務遂行の記録

     日常・定期的に行う施設の清掃、機器の点検、安全対策等のほか、施設の利用

状況、料金の収納状況等について日報・月報に記録する。

  (ｲ) 利用者アンケート（定期又は随時）の実施

     意見箱の常設による日常的な情報収集や来園者に対するアンケートを実施する。

  (ｳ) 事業報告書の作成・提出

     毎年度事業終了後に、管理業務に関し以下の事項などについて事業報告書を提

出する。

     ・管理業務の実施状況（人員配置、設備管理状況、故障・修繕など）

     ・施設の利用状況

     ・利用料金の収入実績

     ・管理に要した経費の収支状況

  (ｴ) (ｱ)から(ｳ)までに基づく自己評価

     その良否・課題・解決策等を分析・評価し、業務改善にフィードバックする。
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(5) 陸上競技場、補助競技場における体育及び競技用具の日常点検・報告

(ｱ)用具の数量確認、保管状況の確認、安全確認

(6) 大規模災害発生時の緊急対応

  県立総合運動公園は諫早市より災害対策基本法上の緊急避難場所として指定されて

います。その為、地震等の大規模災害が発生した場合は、一時的に避難住民を受け入れ

るため施設を開錠するなどの対応を求められる場合があります。また、具体的な指定管

理者の役割は、別途県・地元市・指定管理者で協定を結び定めることになります。

(7)前各号に掲げるもののほか、公園の運営に関して必要と認める業務

※施設の運営にあたっては、地方自治法第244条の２第８項の規定に基づく「利用料金

  制度」を採用するため、行為許可及び有料公園施設に係る利用料は指定管理者の収入

  となります。よって、指定管理者は、管理運営に係る収支について、一定の責任を負

   うことになり、施設の利用を促進し、収入の確保を図る必要があります。

５ 指定管理者の指定（予定）期間

(1) 指定（予定）期間は、令和５年４月１日から令和10年３月31日までの５年とします。

(2) 指定（予定）期間は、議会議決後、正式に指定期間となります。

(3) ただし、地方自治法第244条の２第11項の規定に基づき、県は、公園の管理の適正

を期するため行った必要な指示に指定管理者が従わないとき、その他当該指定管理者

  による管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消し、又は期間

  を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずる場合があります。

６ 対象となる施設の管理運営経費等

(1) 公園の管理運営にかかる全ての費用は、県からの負担金及び利用料金収入並びにそ

  の他の収入をもって充てるものとします。

ただし、使用価値や効用を積極的に高めるために必要となる一定規模以上の修繕及

び改良は、県が実施します。

(2) 公園内の管理事務所については、県が指定管理者に貸与します。

ただし、管理事務所の使用に係る光熱水費については指定管理者の負担とし、これ

らの受給契約は、指定管理者が行うこととなります。

(3) 公園内の光熱水費については、全て指定管理者の負担とし、これらの受給契約は、

   指定管理者が行うこととなります。

(4) 県が支払う負担金の額については、以下に定める額を上限とし、事業計画書を作成

してください。なお、協定書に定める負担金額は、提案された金額に基づき、県が適

正と認める範囲内で県と指定管理者の協議の上定めます。
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（上限額） 令和５年度 １０２，６８０千円／年

         令和６年度 １１７，０８０千円／年

         令和７年度 １２３，６８０千円／年  

         令和８年度 １２３，６８０千円／年  

         令和９年度 １２３，６８０千円／年

県立総合運動公園陸上競技場をホームスタジアムとしているＪリーグ２部Ｖ・ファ

ーレン長崎は、ホームスタジアムの令和６年度途中での移転を検討されています。

ホームスタジアムの移転に伴い、陸上競技場の有料施設使用料や行為許可収入（広告・

屋台・駐車場等）の減収が見込まれることから、代替イベントの開催等による増収対

策、経費の抑制対策を行う必要があります。

このため、令和６年度以降の事業計画については、令和６年８月末移転と想定の上、

ホームスタジアム移転に伴う収支への影響や収支改善対策を含めて提案していただく

ようお願いします。

また、事業計画書作成にあたっては、「資料編」資料５記載の「陸上競技場設備の

更新」に記載の設備・機器等の更新を検討しており、このうち指定管理者が実施する

ものと県が認めたものは負担金に追加計上しますので、事業計画に計上する必要はあ

りません。

７ 県と指定管理者の役割分担について

     公園の管理に関する県と指定管理者の業務の分担は、下記のとおりとします。

項  目 指定管理者 県

１ 施設の維持管理 ◎

２ 行為の許可（条例第３条）及び使用料の徴収

（条例第12条・第13条）

◎

３ 有料公園施設の利用承認（条例第７条）及び ◎

使用料の徴収（条例第12条・第13条）

４ 設置・管理の許可（法第５条第１項）及び

使用料の徴収（条例第11条～第13条）

◎

５ 占用の許可（法第６条第１項・第３項）及び

使用料の徴収（条例第11条～第13条）

◎

６ 施設の補修・修繕（250万円以下の工事）

※執行にあたってはあらかじめ県と協議が必要
◎

７
空調設備及び全熱交換器フィルター交換等

◎

８ 施設の補修・修繕（250万円を超える工事） ◎

９ 体育及び競技用具の補修・修繕 ◎

10 災害復旧（本格復旧） ◎

11 苦情対応 ◎

12 事故対応 ◎

13 管 理 責 任
管理の瑕疵によるもの ◎

設置の瑕疵によるもの ◎
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８ 県と指定管理者のリスク分担について

    公園の管理に関する県と指定管理者のリスクの分担は、下記のとおりとします。

リスクの種類 内        容 負 担 者

指定管理者 県

物価変動 人件費、物件費等物価変動に伴う経費の増 ○ （注）

金利変動 金利の変動に伴う経費の増 ○

周辺施設・住民及び

施設利用者への対応

地域との協調 ○

施設管理、運営業務内容に対する住民及び

施設利用者からの訴訟、反対や要望への対

応

○

上記以外 ※１ ○

法令の変更 施設の管理運営に影響を及ぼす法令変更へ

の対応 ※２

○

上記以外 ※３ ○

税制度の変更 施設の管理運営に影響を及ぼす税制変更へ

の対応 ※４ ○

一般的な税制変更 ※５ ○

事業の変更 県の責めによる理由から、施設管理、運営

業務の継続に支障が生じた場合、又は業務

内容の変更を余儀なくされた場合の経費及

びその後の維持管理経費における当該事情

による増加経費負担

○

上記以外 ○

不可抗力 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、

火災、争乱、暴動、その他の県又は指定管

理者のいずれの責めにも帰することのでき

ない自然的又は人為的な現象）に伴う、施

設、設備、資料の修復による経費の増加及

び事業履行不能

○

施設・設備の損傷 指定管理者の故意または過失によるもの

○

指定管理者としての注意義務を怠ったこと

によるもの

     ○

上記以外で相手方が特定できないもの ○

第三者への賠償 指定管理者の故意または過失によるもの ○

指定管理者としての注意義務を怠ったこと

によるもの

○

上記以外で相手方が特定できないもの ○
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事業終了時の費用 指定管理者の期間が終了した場合又は期間

中途における業務を廃止した場合における

事業者の撤収費用

      

○

（以下 リスク内容の一般的な例）
※１ 施設の新設や改修に係る要望等
※２ 耐震基準の変更等施設改修が必要となる法令変更等指定管理料の変更を要するもの
※３ 労働関連に係る法令改正、個人情報取扱の変更等指定管理料の変更を要しないもの
※４ 指定管理料に係る消費税及び地方消費税
※５ 法人税・事業所税など法人としての指定管理者に課されるもの
(注) 物価変動（人件費、物件費等）に伴う経費の増は基本的には指定管理者のリスクであるが、

  原油価格・物価高騰等に伴う急激な物価変動により運営の継続に支障をきたすような物価変

動があった場合は、県に協議できるものとする。

９ 応募資格

(1) 指定申請書を提出することができるのは、次に掲げる全ての要件を満たす法人その

他団体とします。（個人で応募することはできません。）

     なお、資格を満たしていることについて、誓約書（様式 ２）を提出してください。

     また、指定申請以降に、次に掲げる条件を満たさないこととなった場合は、指定を

しない又は指定を取り消すことがあります。

  (ｱ) 県内に主たる事務所を有していること。

  (ｲ)  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４第１項の規定に該当しない

   こと。

  (ｳ) 法人税、消費税及び地方消費税、県税、市町村税の滞納がないこと。

  (ｴ) 国又は長崎県及びその他の地方公共団体から指名停止又は指名除外の措置を受

   けている、又は受けることが明らかである者でないこと。

  (ｵ) 長崎県が行う各種契約からの暴力団排除要綱に基づき排除措置を受けている、又

は受けることが明らかである者でないこと。

（ｶ）指定までの間において、会社法（平成１７年法律第８６条）４７５条又は６４４

条の規定に基づく清算の開始、破産法（平成16年法律第75号）第18条第１項若しく

は第19条第１項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成14年法律

第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法

律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者である

こと（会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更生手続開始又は再生手続開始の

申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決

定が確定した者を除く。）

  (ｷ) 申請書の提出期限の日以前６月から指定管理者決定までの間において、手形交

     換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先か

     ら取引停止等を受けた事実がある者でないこと。

(ｸ) 一級造園施工管理技士の資格を有する者を配置できること。

(2) 単独で応募した法人等は、当該公園において他の応募団体の構成員となることは

  できません。また、１つの法人等が複数の応募団体の構成員となることもできません。
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(3) 団体が応募する場合は、団体の代表者が申請手続きを行います。また、団体が応募

   する場合、代表者及び構成するものの変更は原則として認めません。ただし、団体を

  構成するものについては、業務遂行上支障がないと県が判断した場合は、変更を認め

   ることがあります。その場合には、必要に応じ応募書類の再提出を求めます。

10 指定管理者の指定申請に関する提出書類

  指定管理者の指定を受けようとするものは、以下のとおり、指定管理者指定申請書に、

誓約書、事業計画書、付属書類を添えて申請して下さい。

(1) 指定管理者指定申請書（長崎県立都市公園条例施行規則 様式第18号）

(2) 誓約書（様式 ２）

(3) 事業計画書（下記事項を含む別紙様式ア）

① 都市公園の管理運営方針に関する事項

② 中期計画に関する事項

③ 管理運営の内容に関する事項

④ 収支計画に関する事項

⑤ 組織及び人員に関する事項

⑥ その他知事が必要と認める事項

(4) 付属書類

① 団体等の定款又は寄付行為又はこれに類するもの

② 法人の場合は登記事項証明書（３ヶ月以内に取得したもの）、法人以外の場合は

代表者の住民票（３ヶ月以内に取得したもの）

③団体等の組織図及び人員表（役員、常勤従業員、非常勤従業員等）３ヶ月以内のも

の。役員の名簿及び履歴書

④ 団体の概要に関する書類

ア） 法人又は団体の概要及び構成（別添様式イ及びウ）

イ） 貸借対照表（前事業年度を含む直近の３ヶ年分）

ウ） 損益計算書（前事業年度を含む直近の３ヶ年分）

       エ） 営業（事業）報告書（前事業年度を含む直近の３ヶ年分）

       オ） 決算書附属明細書又はこれに類する書類（前事業年度を含む直近の３ヶ年分）

       カ） 共同事業体協定書（団体応募の場合のみ）

  ⑤ 県税、市町村税、法人税、消費税及び地方消費税の未納がない証明

     ⑥ その他、施設の設置者が必要と認める書類

※②について

  新たに法人等を設立する場合は、長崎県議会における指定管理者の指定の議決

（令和４年12月予定）までに登記事項証明書又は法務局登記官の受領証を提出する

こと。

※④ア)～オ)について

  ・新たに設立する法人又は設立初年度の法人にあっては、収支予算書又はこれ

    に類する書類をもってこれらの書類の提出に代えることができる。

  ・設立２年度の団体にあっては、前事業年度にかかる書類を提出すること。

※⑤について

新たに設立する法人又は設立初年度の法人にあっては、添付を要しない｡
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11 募集要項等の配布

(1) 配布期間

令和４年８月８日（月）から令和４年９月７日（水）まで（長崎県の休日を定

める条例（平成元年長崎県条例第43号）第１条第１項各号に掲げる日を除く。）の

午前９時から午後５時までとします。

  (2) 配布場所

   募集要項及び仕様書等については、長崎県ホームページよりダウンロードできます。

また、下記窓口でも配布を行います。

   ◎募集要項配布窓口

  〒850-8570 長崎市尾上町３－１（県庁行政棟６階）

  長崎県土木部道路維持課 管理班

   ℡：095-894-3142 FAX：095-820-0683

   e-mail：s08130@pref.nagasaki.lg.jp

      ホームページ（下記アドレスから様式のダウンロードができます。）    

指定管理者制度：https://www.pref.nagasaki.jp/section/singyo/index.html

道路維持課  ：https://www.pref.nagasaki.jp/section/doroiji/index.html

12 指定申請書の提出方法

(1) 提出先

   〒850-8570 長崎市尾上町３－１（県庁行政棟６階）

長崎県土木部道路維持課 管理班

(2) 提出期間

  令和４年８月１６日（火）から令和４年９月７日（水）まで（長崎県の休日を定め

る条例（平成元年長崎県条例第43号）第１条第１項各号に掲げる日を除く。）の午

前９時から午後５時までとします。

(3) 提出方法

  持参又は郵送によります。電子メール、ファクシミリによる提出は不可とします。

郵送の場合は書留郵便により提出期限の令和４年９月７日（水）午後５時必着とし

ます。

(4) 提出部数

正１部、副８部（副本は複写可）計９部

また、事業計画書及び提出された資料については一切返却いたしません。

13 指定申請書等の作成及び提出上の留意事項

(1) 指定申請書等の様式等

指定申請書等の作成にあたっては、労働基準法をはじめとする関係法規を遵守する

内容とします。

指定申請書等は、日本工業規格のＡ４の大きさとします。
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ただし、官公署の発行する証明書等やむを得ないものについては、上記以外でも認

めます。

（2）言語、通貨、単位等

  指定申請書等に用いる言語、通貨、単位は日本語、日本円、日本の標準時及び計量

法（平成４年法律第５１号）に定める単位に限ります。

（3）重複提案の禁止

  申請１法人につき、提案は１案とします。複数提案することはできません。

  (4) 指定申請書等の再提出、差し替えの禁止

   提出後の提出書類の再提出及び差し替えは、県が指示する場合を除き、認めません。

  (5) 指定申請書等の取扱い

      提出された指定申請書等は、理由の如何を問わず、一切返却しません。

また、指定管理者を選定する以外の目的で使用することはありません。ただし、選

定を行う作業に必要な範囲で複製を作成することがあります。なお、指定管理者候補

者の指定申請書等は、指定管理者指定後、県が公表できるものとします。

(6) 指定申請の辞退

      申請受付後に辞退する場合は、必ず書面にて提出して下さい。（様式は任意）

  (7) 指定申請に関する費用

      指定申請書等の提出及びその他申請に係る費用については、全て申請者の負担とし

  ます。

(8) 不正行為の禁止

      指定申請書等の記載に虚偽又は不正があった場合、その他申請法人及びその関係者
において不法又は不正な行為があった場合は、失格とします。

(9) 接触の禁止

   申請団体及びその関係者が、審査委員及び本件募集関係者に対して、本件審査に関
して公平を失する接触を行った場合は、失格とします。

14 その他留意事項

(1)ISO14001

管理運営にあたっては、ISO14001の趣旨を踏まえた環境保護の活動に積極的に取り

組む必要があります。

(2)ネーミングライツ
   県では、陸上競技場に「トランスコスモススタジアム長崎」という愛称を付与する

ネーミングライツの協定を締結しています。このため、ネーミングライツパートナー

が設置した愛称を表示する看板５箇所について、地上からの目視点検による電球切れ

等異常の報告及び電気代負担を行う必要があります。
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   ※ネーミングライツとは、県の施設に企業名等を使った愛称をつけて施設の名称と

して使用する権利

15 説明会について

令和４年８月１６日（火）午前１０時００分から、県庁行政棟６階601会議室にて説明

会を行います。

参加を希望する方は、８月１２日（金）午後５時までに様式１「説明会参加申込書」

により郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかでお知らせ下さい。参加者は、

１団体あたり２名までとします。

なお、説明会の参加の有無が指定申請書の提出を妨げるものではなく、指定管理者

の選定に関わるものでもありませんので、申し添えます。

◎説明会日時・会場

日時：令和４年８月１６日（火） 午前１０時００分～

  会場：長崎市尾上町３－１ 県庁行政棟６階601会議室

◎説明会参加申込書提出先

〒850-8570 長崎市尾上町３－１（県庁行政棟６階）

  長崎県土木部道路維持課 管理班

   ℡：095-894-3142 FAX：095-820-0683

   e-mail：s08130@pref.nagasaki.lg.jp

16 指定管理者の指定

(1) 指定管理者の候補者を、条例第24条の規定に基づき、下記の選定基準により選定し、

    議会の議決を経て指定管理者として指定します。

①事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保できるものであること。また、公

序良俗に反しないものであること。

②事業計画書等の内容が、条例第22条に掲げる業務を行うことにより、都市公園の

効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができる

ものであること。

③指定を受けようとするものが有する物的能力及び人的能力が、事業計画書に沿っ  

た都市公園の管理を安定して行うことができるものであること。

④条例の目的に照らして、設置者である長崎県との連携が十分に図れるものである  

こと。

     

(2) 指定申請以降に「９ 応募資格」に掲げる条件を満たさないこととなった場合は、

  指定をしないことがあります。

(3) 指定管理者の指定にあたっては、県と協定を締結することとなります。

指定管理者は県との協定で定めた事業計画書を基に業務を行ないますが、指定管理

期間中に業務改善などの提案がある場合は県との協議の上業務内容の変更が出来ます。
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(4) 業務の引継ぎ

   当該募集により指定管理者が交替することとなった場合、指定管理者候補者は、指

定管理者指定後に県及び現在の指定管理者と、速やかに業務の引継ぎについて協議を

行い、指定期間開始までの間の引継計画を策定し、県に報告するものとします。引継

ぎにかかる費用は原則として指定管理者候補者が負担することとし、都市公園の運営

業務に支障をきたさないよう引継ぐこととします。

17 指定管理者の選定方法等

(1) 選定方法

      選定は、公募による応募者の審査を行うために長崎県土木部道路維持課が設置する

指定管理者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）において行います。

(2) 審査内容

ア １次審査（書類審査）

  提出された書類について、応募資格や事業計画書の内容などを審査したうえで、

２次審査（面接審査）の対象者を選定します。

  １次審査の結果については、応募者全員に通知します。

イ ２次審査

  申請者に対し、事業計画の内容などの説明を求め質疑を行う、面接審査を実施し

ます。

   

(3) 選定委員会事務局の所管

      選定委員会の事務局は、土木部道路維持課に設置します。

(4) 選定結果の通知

      選定結果については、指定申請書提出者すべてに文書で通知します。

（令和４年１１月を予定。）

(5) 審査基準及び配点

審査基準及び配点については、次のとおりです。

事項 区分 配点 評価の観点 細配点

1 都市公園に関

する理解度と管
理基本理念

１ 住民の平等な利用の確保に関
する事項

１４

・平等な利用の確保に関する認識が高
いか

２

２ 個人情報の保護に関する事項
・個人情報の保護に関する認識が高い
か

２

３ 公園の効用の最大限の発揮に
関する事項

・安全・安心・快適な利用を確保しな
がら、公園の効用を最大限に発揮する
手法が記載されているか

３

４ 管理費用の縮減及び利用料収

入の増大に関する事項

・経費縮減及び利用料収入の増大に関
し適切な取り組みが、具体的かつ実現
性をもって記載されているか

７

（小計）                   (１４)

２ 中期計画に
関する提案

中期計画について ８

・管理運営の内容に関する記載に対応
して、有料公園施設の利用者数や収入
の数値設定は適切なものとなってい
るか

４

・管理運営計画の中で、それぞれの実
施計画により、その数値設定は達成す
る可能性があるか

４

（小計）                  （８）
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３都市公園の管
理運営に関する
提案

(１)供用日・供用時間その他のサービス向上について

１供用日について

４

・施設の利用率を高めるような事業計
画が記載されているか

２
２供用時間について

３その他のサービス向上について
・サービス向上が見込める提案が記載
されているか

２

(２)利用料金の設定について

１行為許可に関する利用料金の設
定 ４

・行為許可に関する料金の設定は適切
か

２

２有料公園施設の利用料金の設定 ・有料公園施設の料金の設定は適切か ２

(３)安全・安心で快適な利用サービスの提供

１公園内の竹木、芝生、その他の

植生の育成管理について

１６

・植生の育成・管理方法が適正かつ具
体的に記載されているか

５

２公園施設及び公園内の清掃、廃

棄物等の処理処分について

・公園施設及び園内の清掃方法、廃棄
物の処理・処分について、適正に具体
的に記載してあるか

３

３利用者の安全確保のため講じる
措置について

園内の安全、事故防止に関し意識が高
く、その対策が適正かつ具体的に記載
してあるか

２

・危機管理に関し意識が高く、職員へ
の徹底が記載してあるか

２

・遊具の安全対策について、適正かつ
具体的に記載してあるか

２

４公園施設等の軽微な補修につい
て

・軽微な補修についての対応姿勢が記
載してあるか

２

(４)公園を利用したスポーツの普及やイベントの企画等、都市公園の利用促進について

１都市公園の利用促進に関する方

針及び手法について

１５

・都市公園の利用促進に関する方針及
び手法について、具体的かつ実現性の
高い提案があるか

５

２都市公園を利用したスポーツの
普及について

・都市公園を利用したスポーツの普及
について、具体的かつ実現性の高い提
案があるか

５

３県民参加型の公園管理・利活用

の促進に関する取り組みについて

・県民の公園運営・利活用への主体的
な参加を促すような取り組みについ
て具体的かつ実現性の高い提案があ
るか

３

４都市公園を利用したイベントの
企画等について

・都市公園を利用したイベントの企画
等について具体的かつ実現性の高い
提案があるか

２

（小計）                  （３９）

４収支計画に関

する提案

１収入計画について

２１

・管理運営の内容に対応し、適切な収
入計画となっているのか

８

２支出計画について

・管理運営に関する提案に対応し、適
切な支出計画となっているのか

３

・人件費の設定に著しい不適切はない
か

２

・管理経費の県負担の軽減が図られて
いるか

８

（小計）                    （２１）

５都市公園を管
理する組織及び
人員等に関する

提案

１公園を管理する組織及び人員に
ついて

１８

・担当の知識及び経験を有する適切な
人材が配置されているか

５

・公園の管理業務全般を行うに足りる
職員が適切に配置されているか

５

・管理体制及びその業務を安定して維
持できる人的基盤・財政的基盤を有し
ているか

５

・公園又は類似施設の管理実績がある
か

３

（小計）                    （１８）

（合計）                   （１００）
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18 指定管理者の業務開始までの主なスケジュール（予定）

(1)指定書類受付期間        令和４年８月１６日（火）～

                               令和４年９月７日（水）

(2)書類審査             令和４年９月８日（木）～

(3)指定管理者候補決定        令和４年１１月頃

(4)議会における議決         令和４年１２月頃

(5)指定管理者の指定の告示（県広報） 令和５年１月頃

(6)基本協定の締結          令和５年２月頃

(7)年度協定の締結          令和５年３月頃

(8)指定管理者による管理の開始    令和５年４月１日

19 質問の受付

募集要項等に関する質問を以下のとおり受付けます。

(1) 受付期間 令和４年８月１６日（火）～令和４年８月２９日（月）まで（長崎県の

休日を定める条例（平成元年長崎県条例第43号）第１条第１項各号に掲

げる日を除く。）の午前９時から午後５時まで

(2) 申込方法 募集要項に関する質問書（別添様式エ）に記入の上、ファクシミリにて

申し込みください。

※ファクシミリ送信後に、電話にて受信確認を行ってください。

(3) 申込先  説明会参加申込書提出先と同じ

20  質問への回答

１９の質問に対する回答を、１５説明会の参加者及び質問の回答を希望する者に対し

て行います。１５説明会に参加せず質問の回答を希望する者は、質問回答希望書(別添

様式オ)に記入の上、ファクシミリにて申し込みください。

(1)受付期間 令和４年８月１６日（火）～令和４年８月２９日（月）まで（長崎県の休

日を定める条例（平成元年長崎県条例第43号）第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前９時から午後５時まで

(2) 申込方法 質問回答希望書(別添様式オ)に記入の上、ファクシミリにて申し込みくだ

さい。

※ファクシミリ送信後に、電話にて受信確認を行ってください。

(3) 申込先 説明会参加申込書提出先と同じ

(4) 質問への回答期間   令和４年８月２２日（月）～令和４年９月５日（月）

  ファクシミリまたは電子メールで質問者宛に回答するとともに、質問及び回答内容

を長崎県のホームページに掲載します。

21 参加表明書の受付

  募集への参加の表明を以下のとおり受付けます。参加表明書を提出した後に辞退する

際は、書面にて辞退届(任意の様式)を提出してください。
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(1) 受付期間   令和４年８月２９日（月）～令和４年９月５日（月）まで（長崎県の休日

を定める条例（平成元年長崎県条例第43号）第１条第１項各号に掲げる

日を除く。）の午前９時から午後５時まで

(2) 提出方法 参加表明書（別添様式カ）に記入の上、ファクシミリにて提出してくださ

い。

※ファクシミリ送信後に、電話にて受信確認を行ってください。

(3) 提出先  説明会参加申込書提出先と同じ

    道路維持課ホームページ
https://www.pref.nagasaki.jp/section/doroiji/index.html

◎問い合わせ先

〒850-8570 長崎市尾上町３－１（県庁行政棟６階）

長崎県土木部道路維持課 管理班

   ℡：095-894-3142 FAX：095-820-0683

   e-mail：s08130@pref.nagasaki.lg.jp
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様式１

説明会参加申込書

令和  年  月  日

長崎県道路維持課長 様

               申込者  住    所

                    法人等名

                    代表者氏名

８月16日（火）開催の県立都市公園指定管理者説明会に参加を申し込みます。

  【参加者】

氏 名 所属・職名

氏 名 所属・職名

                           ※参加者は、一団体２名までとします。

      ※参加申込書は８月1２日（金）午後５時までに必着で提出してください。

    ◎説明会参加申込書提出先

  〒850-8570 長崎市尾上町３－１（県庁行政棟６階）

  長崎県土木部道路維持課 管理班

   ℡：095-894-3142 FAX：095-820-0683

   e-mail：s08130@pref.nagasaki.lg.jp
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様式２

   長崎県知事 大石 賢吾 様

誓     約    書

   長崎県立総合運動公園の指定管理者指定申請において、申請者の資格で

ある以下の１～８の内容について、全て満たしています。なお、いずれか

一つでも事実と反した場合は、失格となることに異議ありません。

   以上、誓約いたします。

  

  １ 県内に主たる事務所を有していること。

  

  ２  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４第１項の規定に

該当しないこと。

  

３ 法人税、消費税及び地方消費税、県税、市町村税の滞納がないこと。

  

４ 国又は長崎県及びその他の地方公共団体から指名停止又は指名除外の

措置を受けている、又は受けることが明らかである者でないこと。

  

５ 長崎県が行う各種契約からの暴力団排除要綱に基づき排除措置を受け

ている、又は受けることが明らかである者でないこと。

６ 指定までの間において、会社法（平成１７年法律第８６条）４７５条

又は６４４条の規定に基づく清算の開始、破産法（平成16年法律第75号）

第18条第１項若しくは第19条第１項の規定に基づく破産手続開始の申立

て、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続

開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基

づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること（会社更生法

又は民事再生法の規定に基づく更生手続開始又は再生手続開始の申立て

がなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可

の決定が確定した者を除く。）

  

７ 申請書の提出期限の日以前６月から指定管理者決定までの間において、

手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しく

は主要取引先から取引停止等を受けた事実がある者でないこと。

    

８ 一級造園施工管理技士の資格を有する者を配置できること。

  

  令和 年  月  日

所在地

法人等の名称

代表者氏名            印


