
平成２９年度 事業実績について 

 

 

事業の概要 

指定管理者の第４期目５年間の３年目として、過去及び昨年度の実績を踏まえ、「宮崎県体育・ス

ポーツ振興グループ」として（公財）宮崎県体育協会と連携し、スポーツ・レクリエーションの振興、

健康増進及び本県スポーツ施設の管理運営に関する事業を行い、スポーツ施設の設置目的に沿った高

い水準での維持管理及び県内外からのアスリートのための競技力向上、プロスポーツ団体による継続

利用の促進と宮崎県の施策である「宮崎県教育振興基本計画」や「スポーツランドみやざき」・「みん

ながスポーツ 1130（いち いち さん まる）県民運動」の推進に協力し、支援することにより、広く

県民の健康増進と体力向上及び活力ある地域社会の実現を目指してきた。 

  また、労働安全衛生の充実と教育に力を注ぐことで労働災害等の未然防止を図り、県民に信頼され

る施設の管理運営に努めた。 

 

法人の運営状況 

Ⅰ 法人の運営状況  

年 月 日 会 議 等 内  容  等 

H29.4.3 職員辞令交付 ・人事異動・管理員 

H29.5.30 平成 28年度事業監査 平成 28年度事業及び会計の監査 

H29.6.12 定例理事会 
・平成 29年度 定時評議員会の招集について 

・平成 29年度 定時評議員会の議題について 

 平成 28年度事業実績及び収支決算について 

 役員の選任について 

・評議員選定委員会の開催について 

・評議員選定委員会委員の解任及び選任について 

・評議員候補者の推薦について 

H29.6.20 評議員選定委員会 ・評議員選任について 

H29.6.29 定時評議員会 
・平成 28年度 事業実績及び収支決算について 

・役員の改選について 

H30.3.5 定例理事会 
・平成 29年度 臨時評議員会の招集について 

・平成 29年度 臨時評議員会の議題について 

H30.3.20 臨時評議員会 
・平成 29年度 更正予算について 

・平成 30年度事業計画及び収支予算について 

 

Ⅱ 事業の内容 

 １ 公益目的事業 

（１） 施設の維持管理業務（指定管理事業） 

ア 宮崎県総合運動公園、宮崎県体育館、宮崎県ライフル射撃競技場の維持管理業務を実施 

した。 

 

（ア） 宮崎県総合運動公園有料公園施設２２施設の主な維持管理業務 

        ・芝刈り           ・室内点検清掃     ・バーチカルカット 

        ・照明設備不灯照明点検整備  ・貸出用具点検整備   ・消防用設備等点検整備 

        ・冬季オーバーシーディング   ・放送設備点検整備   ・器具庫点検整理 

        ・トランジション       ・備品点検整備     ・グラウンド転圧整備 

        ・トイレ衛生設備等点検清掃  ・フィールド土入れ整備 ・グラウンド不陸整備 

        ・給排水設備点検整備     ・雨漏り点検整備    ・各設備点検整備 

        ・観覧席点検清掃       ・肥料散布       ・殺虫、殺菌剤散布 

        ・散水            ・プール清掃      ・漏水点検整備 

        ・災害対策 

 

（イ） 宮崎県体育館の主な維持管理業務 

        ・床板の点検整備     ・照明設備不灯照明点検整備 ・観覧席点検清掃 

        ・床の樹脂塗料塗布    ・防火等シャッター点検整備 ・通路等床清掃 

        ・貸出器具点検整備    ・トイレ衛生設備等点検清掃 ・芝刈り 



        ・人工登攀壁点検整備   ・空調設備点検整備     ・除草剤散布 

        ・消防用設備等点検整備  ・放送設備点検整備     ・樹木選定、除草 

        ・雨漏り点検整備     ・競技場、各部屋壁点検整備 ・給排水設備点検整備 

        ・各設備点検整備     ・器具庫点検整理      ・災害対策 

 

（ウ） 宮崎県ライフル射撃競技場の主な維持管理業務 

        ・草刈り           ・貸出器具点検整備   ・災害対策 

        ・照明設備不灯照明点検整備  ・境界線点検整備 

        ・トイレ衛生設備等点検清掃  ・バッフルボード、バックストップ点検整備 

    

イ 施設・設備及び備品等の保守管理業務 

（ア） 施設・設備の維持管理及び保全に関する法定点検、検査等を実施した。 

        ・施設の法定点検、検査 

          建築物環境衛生管理技術者選任による特定建築物管理、空気環境測定、飲料水水 

質検査、害虫駆除、エレベーター点検 

        ・設備等点検 

          消防用設備等点検、電気工作物保安点検、受水槽点検清掃、空調設備保守点検 

          上下水道・ガス設備点検、人工登攀壁点検整備、プール設備濾過装置点検 

        ・備品管理 

          競技用備品及び管理作業機器の点検整備 

        ・保安警備 

定時及び必要に応じた巡回、夜間における巡回及び警備 

          サンマリンスタジアム宮崎、木の花ドーム、ライフル射撃競技場の夜間機械警備 

 

（イ） 施設・設備等の老朽化に伴う機能低下を防ぎ、安全性と快適性の確保を図った。 

・平成 29年度の施設・設備・管理機器等の修繕料  

施   設 件 数 金  額 

県総合運動公園有料公園施設          178件    17,185,914円 

県体育館         14件          2,153,206円 

県ライフル射撃競技場          2件  502,696円 

合      計         194件 19,841,816円 

    

（ウ） 平成 29年度光熱水費 

・光熱水費の執行状況             

項   目 平成 29年度 平成 28年度 前年度対比 

電 気 料 70,403,918円  65,570,809円  ＋ 4,833,109円  

上 水 道 料 18,216,570円  18,051,546円  ＋      165,024円 

下 水 道 料 9,458,553円  7,400,557円  ＋  2,057,996円  

ガ ス 使 用 料  723,723円  737,786円  ▲ 14,063円  

合    計 98,802,764円  91,760,698円  ＋ 7,042,066円  
 

 

ウ 施設の貸出業務     

（ア） 平成 29年度の利用状況             

施   設 平成 29年度 前年度対比 

 県総合運動公園有料公園施設 1,399,660人 ＋ 39,307人 

 県体育館 338,664人 ＋ 697人 

 県ライフル射撃競技場 1,427人 ＋ 415人 

合      計 1,739,751人 ＋ 40,419人 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）県民及び各関係団体をはじめとする多くの不特定多数の利用者が施設を効率的 

かつ有効的に利用できるように平等な利用調整業務を行った。 

 
        

（ウ）平成 29年度の利用申請件数            

施   設 平成 29年度 前年度対比 

 県総合運動公園有料公園施設 5,822件 ＋  484件 

 県体育館 2,491件 ▲ 136件 

 県ライフル射撃競技場 470件 ▲  14件 

合      計 8,783件 ＋ 334件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）駐車場有料駐車台数           195,650台（前年比 +  6,776 台） 

 

     （オ）武道館トレーニングルーム利用者数     34,806人（前年比 + 4,768 人） 

 

          エ 施設の利用料徴収業務 

（ア） 平成 29年度の利用料徴収            

施   設 平成 29年度 前年度対比 

 県総合運動公園有料公園施設 120,390,239円 ＋ 7,289,347円 

 県体育館 7,156,700円 － 768,070円 

 県ライフル射撃競技場 304,584円 ＋      16,604円 

合      計 127,851,523円 ＋   6,537,881円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （イ）利用料金の減免業務  621件  141,150,547 円  

施   設 平成 29年度 前年度対比 

 県総合運動公園有料公園施設 137,294,177円 ＋ 1,279,351円 

 県体育館・ライフル射撃競技場  3,856,370円 ＋ 10,630円 

合      計 141,150,547円 ＋   1,289,981円 
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（２）主催事業 

    ○スポーツ・レクリエーション及び文化の振興に寄与する事業を実施した。 

     スポーツ大会・スポーツ教室 14件 延べ 7,212人 

    文化的事業    2件 延べ 25,250人 

 

（３）その他 

事  業  名 開催期日 場  所 参加人数 

2017「笑顔をつなぐえひめ国体」 

「チームみやざき」 写真パネル展 
12月 11日～ 

12月 18日 

県武道館 

共有スペース － 

こいのぼり 
4月 25日～ 

5月 8日 
県武道館中庭 － 

七夕飾り 
7月 3日～ 

7月 7日 
県武道館 － 

クリスマスツリー装飾（電飾） 
11月 30日～ 

12月 27日 
県武道館・県体育館 － 

ひな人形 
2月 7日～ 

3月 7日 
県武道館  

 

（５）自衛防災訓練 

期  日 訓 練 内 容 訓練場所 参加人員 

H29.9.19 
・通報訓練、避難誘導訓練 

・初期消火放水訓練 
県体育館 6名 

H29.9.27 
・地震・津波を想定した避難誘導訓練 

・消火栓、消火器取扱い 
県総合運動公園 57名 

H30.2.22 ・防火、防災管理委員会 ― 10名 

H30.3.9 
・地震、津波を想定した避難誘導訓練 

・CPR、AED研修 
県総合運動公園 64名 

H30.3.20 
・通報訓練、避難誘導訓練 

・初期消火放水訓練 
県体育館 6名 

 

２ 収益事業   

   事業促進に資する収益事業  収入合計 5,928,963円 （前年度比 ▲  430,476円） 

（１） 宮崎県総合運動公園合宿所における食事の提供及び寝具の貸出業務 

 利用売上等 前年度対比 

合宿所宿泊者数 3,317人  ▲        25人 

食事の売上 4,419,300円  ▲    201,090円 

寝具の貸出数 431,200円  ＋     9,680円 

合  計 4,850,500円 ▲   191,410円 

                 

（２） 競技用消耗品等の物品販売業務 

 売  上 前年度対比 

石灰、ライン塗料 504,130円  ▲  217,040円 

珪藻土 170,640円  ＋ 40,290円 

ラインテープ 200,880円  ▲  87,480円 

弓道的紙 2,420円 ▲ 1,320円 

タオル 800円  ▲  1,600円 

合  計 878,870円   ▲ 267,150円 

 

（３） 貸自転車の貸出業務  

        売  上 前年度対比 

利用者数 243人       ＋      5人 

使用料収入 48,525円  ▲ 3,275円 

 

 

 
  

 



（４） その他の事業収入 

 利用売上等 前年度対比 

収入証紙販売手数料 23,788円 ＋ 9,291円 

コインランドリー（合宿所） 37,300円 ▲ 9,800円 

製氷機 87,500円 ＋ 32,000円 

公衆電話手数料 2,480円 ▲ 132 円 

合  計 151,068円  ＋ 31,359円 

 

 ３ その他の事業   

   スポーツ施設の管理運営に関する事業におけるスポーツ以外の貸出業務 

    スポーツ施設等の目的外利用件数   93 件  （前年度比    ▲ 22 件） 

 

 ４ 利用者サービス 

  （１）年末年始の施設開放の実施 （運動公園：平成 29年 12月 28日～平成 30年 1月 4日） 

                 （県体育館：平成 29年 12月 29日～平成 30年 1月 3日） 

施   設 平成 29年度 前年度対比 

 県総合運動公園有料公園施設 2,689人 ▲ 6,820人 

 県武道館（トレーニング含む）  3,216人 ＋  1,573人 

 県体育館 1,686人 ＋  337人 

合      計 7,591人 ▲ 4,910人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 職員研修等 

    資質の向上及び資格取得の促進を図った。 

（１） 内部研修 12回 延べ 146人 

（２） 派遣研修 22回 延べ 44人 
 

６ 関係機関・団体との連携 

    県教育委員会との基本協定を遵守し、「スポーツランドみやざき」の中核を担う施設として、 

県民はもとより、不特定多数の利用者に安全・信頼・快適に利用していただける運営を行った。 

（１） 関係団体の役職 

○ 事務局長 

  ・（公財）宮崎県体育施設協会 理事長 

  ・宮崎県高等学校体育連盟 顧問 

  ・宮崎県高等学校野球連盟 参与 

  ・宮崎県中学校体育連盟 顧問 

  ・宮崎県公立武道館協議会 監事 

  ・宮崎県レクリエーション協会 評議員 

  ・スポーツランドみやざき推進協議会 委員 

 

○ 事務局次長 

 ・宮崎県スポーツ少年団中央大会実行委員会 委員 

 ・県民総合スポーツ祭実行委員会 委員 

 ・（公財）宮崎県体育協会 評議員 

 

（２）プロスポーツ団体等の継続利用の促進及び高い水準での受入体制のための円滑な管理運営 

業務とスポーツランドみやざきの推進に協力・支援を行った。 
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  ・2017年プロ野球ファーム選手権関係者会議 

  ・フェニックスリーグ関係者会議 

  ・読売巨人軍キャンプ関係者会議実行委員会 

   ・LPGA ツアーチャンピオンシップ打ち合せ会議 

  ・読売巨人軍 VSソフトバンクホーク OB戦打ち合せ会議 

  ・Jリーグキャンプ事前打ち合せ 

  ・読売巨人軍、鹿島アントラーズ歓迎セレモニー 

     

（３）県教育委員会やスポーツ関係機関、団体との連携を深め、本県競技力向上、スポーツの普 

及振興を考慮した運営業務を行った。 

  ・みやざき県民総合スポーツ祭実行委員会 

  ・宮崎県レクリエーション協会評議員会 

  ・宮崎県エンジョイスポーツフェスティバル実行委員会 

  ・宮崎県高等学校総合体育大会実行委員会 

  ・宮崎県公立武道館協議会理事会・総会 

  ・（公財）宮崎県体育協会評議員会 

  ・スポーツランドみやざき推進協議会・総会 

  ・青島国際太平洋マラソン関係者会議 

  ・第 53回宮崎県スポーツ少年団中央大会実行委員会 

  ・平成 29年度宮崎県スポーツ関係者の集い 

  ・平成 29年度国民体育大会「出立会」 

  ・（公財）宮崎県体育協会新春関係者集いの会 

  ・各種大会開会式出席 

  ・各種競技団体大会等打合せ 

 

 ７ 広報活動 

（１） ホームページによる行事や施設の空き状況のリアルタイムでの情報提供・駐車場の混雑状

況を事前に予測し公開を行っている。また、公益法人としての運営に関する情報公開をす

るとともに、広報紙を発行し、事業及び施設の周知を図った。 

      ○ ホームページアクセス   

       ・訪問者数     187,647件  （前年度比  ＋   2,158件） 

・ページビュー数  564,555件  （前年度比  ＋   4,266件） 

      ○ 機関誌「M・SPO LIFE」の発行 

       ・発行部数：季刊 2,000部  年 3回  配布先：関係機関・団体等 約 900か所 

  

  （２）関係団体及び一般の利用者からのアンケート調査を実施した。 

    ア  実 施 日  平成２９年９月１日から平成２９年９月３０日 

      調査施設  宮崎県総合運動公園有料公園施設     （１９７件） 

            宮崎県体育館・宮崎県ライフル射撃競技場 （１１３件） 

施 設 大変良い 良い やや良い やや悪い 悪い 大変悪い 

運動公園 34.3％ 45.2％ 14.1％ 4.7％ 1.5％ 0.3％ 

県体育館 
ライフル場 

42.6％ 40.2％ 15.7％ 1.4％ 0 0 

総   合 37.3％ 43.4％ 14.7％ 3.4％ 1.0％ 0.2％ 

      

イ  実 施 日  平成３０年３月１日から平成３０年３月３１日 

      調査施設  宮崎県総合運動公園有料公園施設     （１６８件） 

            宮崎県体育館・宮崎県ライフル射撃競技場 （１１３件） 

施 設 大変良い 良い やや良い やや悪い 悪い 大変悪い 

運動公園 52.3％ 33.0％ 10.8％ 4.7％ 0.4％ 0.3％ 

県体育館 
ライフル場 

44.6％ 44.3％ 9.9％ 1.2％ 0 0 

総   合 49.1％ 37.7％ 10.4％ 2.1％ 0.5％ 0.2％ 



     ※「やや悪い」・「悪い」・「大変悪い」という評価の主な内容は、 

・「施設・設備の老朽化」 ・「トイレの改修」 ・「空調設備の設置」 ・「利用料金」 

 「備品の買替え、整備」等に関するものだった。 

 ８ 職場体験学習の受入れ 

    若い世代の視野を広げ将来のキャリアに向けての活動の場、地域貢献として、職場体験を積 

極的に受け入れた。 

 
期   日 学 校 名 等 人 数 体 験 施 設 

6月 20日～6月 22日 檍中学校 4名 運動公園 

6月 20日～6月 22日 檍中学校 3名 県体育館 

7月 4日～7月 6日 本郷中学校 6名 運動公園 

7月 6日～7月７日 宮崎西校附属中学校 6名 運動公園 

1月 28日～11月 30日 木花中学校 3名 運動公園 

 

 ９ スポーツ施設の調査研究 

    視察・調査を行い施設等の管理運営の改善や維持管理に役立てた。3件 延べ 6名 

 

１０ 主な視察等 

期   日 視 察 者（団 体 等） 

4月 15日 ＮＴＴコミュニケーションズ（ラグビー） 

4月 19日 名鉄観光宮崎支部 

4月 25日 県財政課 

5月 10日 県副知事 

  〃 大阪旅行エージェント社長（スポーツ合宿専門） 

6月 2日 カナダトライアスロンチーム（パラ） 

6月 23日 宮崎大学 桑野教授ほか学生 

7月 3日 ラグビーW杯 2019 公認チーム組織委員会キャンプ地選定審査 

7月 7日 九州スポーツ推進委員協議会理事会 

7月 12日 高知県スポーツ部スポーツ課 

7月 18日 県国体・高校総体準備室 

7月 20日～7月 21日 全国高校総体ホッケー専門部 

8月 9日 読売新聞西部本社宮崎支局長 

8月 25日 韓国都市木質化研究会 

9月 5日 イギリストライアスロンチーム（パラ） 

9月 6日 フランス剣道連盟会長 

9月 7日 （株）日本政策投資銀行、（株）日本経済研究所 

9月 8日 県立産業技術専門校高鍋校 

9月 28日 世界ジュニアサーフィン大会参加の希望チーム 

10月 7日 県山村・木材振興課 RIT事業「台湾有力企業招へい事業」関係者 

10月 12日 熊本県上益城郡体育協会 

10月 20日 台湾農業委員会林務局 

10月 21日 ラグビーW杯 2019 組織委員会等  

10月 26日 （株）日建設計 

11月 2日 イタリアトライアスロンチーム 

  〃 J２ ファジアーノ岡山マネージャー 

11月 22日 J１大宮アルディージャ強化担当・マネージャー 

12月 11日 J２ 徳島ボルティス マネージャー 

12月 14日 （株）イシカワ 

12月 15日 J１ ベガルタ仙台 マネージャー 

12月 21日 J１ 鹿島アントラーズ マネージャー 

1月 10日 ドイツ陸上連盟 

1月 12日 （株）ＭＲＴアド 

1月 14日 ポニーアジアパシフィックゾーンディレクター 

1月 16日 韓国「木材企業関係者」（県山村・木材振興課） 

1月 19日 韓国北部グループ「木造軸組構法実務者研修」（県山村・木材振興課） 

  〃 日本公園緑地協会 

1月 20日 大分県佐伯市教育委員会体育保健課 



1月 26日 ＪＩＣＥ（日本国際協力センター：ASEAN サッカー交流大会） 

1月 27日 韓国南部グループ「木造軸組構法実務者研修」（県山村・木材振興課） 

2月 6日 スポーツ庁参事官補佐 

2月 8日 駐日アゼルバイジャン大使 

2月 22日 県立産業技術専門校高鍋校 

3月 12日 U―18アジア野球大会 MRTアド 

3月 15日 県山村・木材振興課 

 


