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議案第７５号 

 

   公の施設の指定管理者の指定に関する件 

 

 次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。 

 

  平成２９年１２月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

１ 施設の名称及び所在地 

(１) 名 称 淡路市立北淡天体観測施設 

(２) 所在地 兵庫県淡路市野島常盤１３７２番地９ 

 

２ 指定する団体の名称及び所在地 

(１) 名 称 有限会社エヌツー 取締役 中田 義成 

 (２) 所在地 兵庫県淡路市野島常盤１４６３番地６ 

 

３ 指定の期間 平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで 
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参考資料 
 

１ 施設の名称 淡路市立北淡天体観測施設 

 

２ 指定する団体の選定理由 

  この施設は、北淡体験農業実習館、北淡観光農業経営管理所、北淡運動広場施

設及び教育施設である北淡天体観測施設で構成される多様な複合施設の中の一

つであり、都市生活者に対して太陽と緑に満ちた自然環境等に親しむためのレク

リエーションの場を提供し、市民とのつながりを密にして、地域産業の発展と社

会生活の向上を図ることを目的とした総合地域施設であり、今後も、民間事業者

に管理運営を委ねることで、これらの施設の設置目的に適合した効果的な事業展

開により、経費の節減を図るとともに、民間事業者が有する専門的知識や、経営

ノウハウを積極的に活用することによって、一体的な施設として、自然志向のあ

る都市に暮らす人々との交流の拡大を図ることが期待でき、もって地域産業の活

性化が図られ、この施設の効用及び地域の発展に資することができるものと認め

られる。 

  以上のことから、これらの施設を一体的な施設として、指定管理者制度を導入

することとし、応募のあった１社について、選定審議会による審査を行ったとこ

ろ、観光事業での実績があり、これらの施設の指定管理者として、独自経費によ

る管理運営等により、これまで培ったノウハウを有する有限会社エヌツーが、引

き続き、指定管理者として適当であると認められたので、同社を指定管理者とし

て選定する。 

 

３ 指定する団体の概要 

 (１) 設立年月日 平成１２年１１月２１日 

 (２) 資本金等  ３００万円 

 (３) 年商（平成２８年３月１日～平成２９年２月２８日）１億２，６３３万円 

 (４) 従業員数(平成２９年１０月現在) ８人 

 (５) 事業内容 

ア 会計データベースソフトウェアの企画、開発及び販売 

イ 土地活用事業 

ウ 牧場の企画、運営及び管理 

エ 催事の企画、運営等 

 (６) 団体の沿革 

   平成１２年１１月 ソフトウェアの企画・開発及び販売、土地活用事業等を

主事業として、有限会社エヌツー設立 

   平成１７年 ８月 北淡路高原カントリーメイツ牧場の運営開始 
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   平成２２年１２月 北淡路高原カントリーメイツ牧場の簡易宿所営業開始  

   平成２７年 ４月 ＣＬＴｃａｆｅの運営開始 

 (７) 指定管理者としての実績 

   平成２１年 ４月 淡路市北淡自然休養村センター、淡路市北淡体験農業実

習館、淡路市北淡観光農業経営管理所、北淡運動広場施設、

淡路市立北淡天体観測施設 

   平成２４年 ４月 淡路市北淡自然休養村センター、淡路市北淡体験農業実

習館、淡路市北淡観光農業経営管理所、北淡運動広場施設、

淡路市立北淡天体観測施設 

   平成２７年 ４月 淡路市北淡自然休養村センター、淡路市北淡体験農業実

習館、淡路市北淡観光農業経営管理所、北淡運動広場施設、

淡路市立北淡天体観測施設 

 



- 35 - 

 

議案第７６号 

 

   公の施設の指定管理者の指定に関する件 

 

 次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。 

 

  平成２９年１２月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

施設の名称及び所在地 指定する団体の名称及び所在地 指定の期間 

淡路市立しづかホール 

兵庫県淡路市志筑新島

５番地４ 

神戸国際ステージサービス株式会

社 

代表取締役 井上 隆文 

兵庫県神戸市中央区御幸通八丁目

１番６号 

平成３０年４月

１日から平成３

３年３月３１日

まで 

淡路市立サンシャイン

ホール 

兵庫県淡路市浦１４８

番地１ 

 

株式会社パソナグループ 

代表取締役 南部 靖之 

東京都千代田区丸の内一丁目５番

１号 

平成３０年４月

１日から平成３

３年３月３１日

まで 
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参考資料１ 

 

１ 施設の名称 淡路市立しづかホール 

 

２ 指定する団体の選定の理由 

  淡路市立しづかホールは、地域の芸術文化の振興を図ることを目的として設置

された文化施設であり、民間事業者に管理運営を委ねることで、この施設の設置

目的に合致した効果的な事業展開により、経費の節減を図るとともに、民間事業

者が有する専門的知識や、経営ノウハウを積極的に活用することによって、地域

における芸術文化の振興拠点として、より良質なサービス提供、ホール間の相乗

効果等が期待できることはもとより、その施設の効用及び地域の発展に資するこ

とができるものと認められる。 

  以上のことから、引き続き、指定管理者制度を導入することとし、本年１０月

１３日に、応募のあった２社を対象に、選定審議会による審査を行ったところ、

兵庫県内で文化ホールの指定管理者として実績があり、これまで培ったノウハウ

を有する神戸国際ステージサービス株式会社が、効果的な管理運営を行うことが

できるなど、指定管理者として適当であると答申があったので、同社を指定管理

者として選定する。 

 

３ 指定する団体の概要 

 (１) 設立年月日 昭和４７年１月５日 

 (２) 資本金等  ３，０００万円 

 (３) 年商（平成２８年度） １３億８，４６２万円 

 (４) 従業員数（平成２９年９月現在） １１５人 

 (５) 事業内容 

  ア ホール・劇場のコンサルティング業務、管理運営業務 

  イ 舞台関連設備の工事及びメンテナンス業務 

  ウ イベントの企画・演出・制作・運営管理業務 

  エ 音響・照明機器・舞台設備の製造・販売・リース業務 

  オ 舞台監督、音響、照明、舞台、映像の制作業務及び技術者派遣業務 

 (６) 団体の沿革 

    昭和４７年 １月 株式会社神戸国際会館の子会社として設立 

    平成 元年 ４月 姫路営業所開設 

    平成 ６年 ６月 垂水区下畑に垂水事務所を設置 

    平成２３年 ８月 神戸国際観光サービス株式会社を吸収合併 

    平成２４年 ２月 神戸国際会館４Ｆに本社を移転 

    平成２９年 ５月 神戸事務所を新設・垂水倉庫を改築 
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 (７) 指定管理者としての実績 

平成１９年 ４月 三田市総合文化センター 

平成２１年 ４月 加古川ウェルネスパーク 

平成２５年 ４月 神戸文化ホール 
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参考資料２ 

 

１ 施設の名称 淡路市立サンシャインホール 

 

２ 指定する団体の選定の理由 

  淡路市立サンシャインホールは、地域の芸術文化の振興を図ることを目的とし

て設置された文化施設であるとともに、市民の利便性等を考慮して、図書館を併

設した施設である。 

  これらの施設のうち、文化施設は、市民の文化交流、芸術発表の場として、多

くの市民の方々等に利用されていることから、民間事業者に管理運営を委ねるこ

とで、この施設の設置目的に合致した効果的な事業展開により、経費の節減を図

るとともに、民間事業者が有する専門的知識や、経営ノウハウを積極的に活用す

ることによって、地域における芸術文化の振興拠点として、より良質なサービス

提供、ホール間の相乗効果等が期待できることはもとより、その施設の効用及び

地域の発展に資することができるものと認められる。 

  以上のことから、引き続き、指定管理者制度を導入することとし、本年１０月

１１日に、応募のあった１社を対象に、選定審議会による審査を行ったところ、

これらの施設の指定管理者として実績があり、これまで培ったノウハウを有する

株式会社パソナグループが、市民ニーズに応じた効果的な管理運営を行うことが

できるなど、指定管理者として適当であると答申があったので、同社を指定管理

者として選定する。 

 

３ 指定する団体の概要 

 (１) 設立年月日 平成１９年１２月３日 

 (２) 資本金等  ５０億円 

 (３) 年商（平成２８年度） ２，８０３億９，５００万円 

 (４) 従業員数（平成２９年９月現在） ８，５５０人 

 (５) 事業内容 

  ア エキスパートサービス（人材派遣） 

  イ アウトソーシング 

  ウ インソーシング（委託・請負） 

  エ ライフソリューション 

  オ ＨＲコンサルティング、 

  カ パブリックソリューション 

  キ プレース＆サーチ（人材紹介） 

  ク アウトプレースメント（再就職支援） 

  ケ グローバルソーシング 
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  コ シェアードサービス 

 (６) 団体の沿革 

    昭和５１年 ２月 大阪市北区に人材派遣事業を主業務として、株式会社

テンポラリーセンターの前身設立 

    平成 ５年 ６月 株式会社テンポラリーセンターの商号を株式会社パ

ソナに変更 

    平成１３年１２月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場に上場 

    平成１５年１０月 東京証券取引所市場第一部に上場 

    平成１９年１２月 株式移転により純粋持株会社 株式会社パソナグル

ープ設立 

 (７) 指定管理者としての実績 

平成２４年 ４月 淡路市立しづかホール、同市立サンシャインホール 
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議案第７７号 

 

   公の施設の指定管理者の指定に関する件 

 

 次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。 

 

  平成２９年１２月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

施設の名称及び所在地 
指定する団体の名称 

及び所在地 
指定の期間 

淡路市立津名温水プール 

兵庫県淡路市大谷１６９番地 

株式会社エヌ・エス・アイ 

代表取締役 近藤 雅彦 

大阪府大阪市北区梅田一丁目１

１番４－２１００号 

平成３０年４月

１日から平成３

５年３月３１日

まで 

淡路市立津名第二温水プール 

兵庫県淡路市志筑１４８２番

地１ 

淡路市立北淡温水プール 

兵庫県淡路市浅野神田８９番

地２ 
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参考資料 

 
１ 施設の名称 

 (１) 淡路市立津名温水プール 

 (２) 淡路市立津名第二温水プール 

 (３) 淡路市立北淡温水プール 

 
２ 指定する団体の選定の理由 
  淡路市立温水プール（津名温水プール、津名第二温水プール、北淡温水プール）

は、市民の健康・体力作り及びスポーツとレクリエーションの普及・振興を図る

ことを目的とした地域コミュニティ型の施設である。 

  これらの施設のうち、津名温水プールには、ほかにも市民の健康の増進に寄与

すること等を目的とした「淡路市津名体育センター」及び「淡路市立武道館」が

隣接しており、今後も、民間事業者に施設の一体的な管理運営を委ねることで、

これらの施設の設置目的に合致した効果的な事業展開により、経費の節減を図る

とともに、民間事業者が有する専門的知識や、各種スポーツクラブ施設の経営ノ

ウハウを積極的に活用することによって、安全面に配慮した管理体制など、誰も

が安心して利用できる健康スポーツ施設として、これらの施設の効用及び地域の

発展に資することができるものと認められる。 

  また、津名第二温水プール及び北淡温水プールの管理運営に関しても民間事業

者に施設の一体的な管理運営を委ねることで、同様の成果が期待できると認めら

れる。 

  以上のことから、引き続き、指定管理者制度を導入することとし、本年９月２

８日に、応募のあった１社を対象に、選定審議会による審査を行ったところ、こ

れらの施設の指定管理者として実績があり、これまで培ったノウハウを有する株

式会社エヌ・エス・アイが、指定管理者の候補者として適当であると答申があっ

たので、同社を指定管理者として選定する。 

 

３ 指定する団体の概要 

 (１) 設立年月日 平成８年１月１８日 

 (２) 資本金等  １億円 

 (３) 年商（平成２８年度） ３０億２，７２６万円 

 (４) 従業員数(平成２９年９月現在) 

    正社員 １６１人、契約社員 ３０人、インストラクター １，１００人 

 (５) 事業内容 

  ア スポーツ施設管理運営並びにスイミングスクール及びフィットネスクラ
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ブにおける水泳、運動指導並びに介護事業 

  イ スポーツ施設及び各種イベントに関する企画立案と運営 

  ウ 運動用品の販売並びに損害保険及び生命保険の代理店業務並びに警備業

など 

 (６) 団体の沿革 

    平成 ８年 １月 有限会社エヌ・エス・アイを設立 

    平成 ９年１２月 増資により株式会社へ組織変更 

 (７) 指定管理者としての実績 

    平成１６年 ４月 豊岡市立日高東部健康福祉センター 

    平成１９年 ４月 多可町立温水プール、多可町青年の家、多可町八千代

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

    平成２０年 ４月 南あわじ市立温水プール、姫路市立夢前福祉センター、

養父市立スポーツ施設つるぎが丘公園ようか温水プー

ル 

    平成２５年 ４月 篠山市立西紀運動公園、多可町立中央公園プール、多

可町立ガルテン八千代プール 

    平成２７年 ４月 淡路市立津名温水プール、淡路市立津名第二温水プー

ル、淡路市立北淡温水プール、淡路市津名体育センター、

淡路市立武道館、淡路市立津名テニス場 
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議案第７８号 

 

   公の施設の指定管理者の指定に関する件 

 

 次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。 

 

  平成２９年１２月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

１ 施設の名称及び所在地 

 (１) 名 称 淡路市津名体育センター 

 (２) 所在地 兵庫県淡路市大谷１７６番地１ 

 

２ 指定する団体の名称及び所在地 

 (１) 名 称 株式会社エヌ・エス・アイ 代表取締役 近藤 雅彦 

 (２) 所在地 大阪府大阪市北区梅田一丁目１１番４－２１００号 

 

３ 指定の期間 平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで 
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参考資料 

 
１ 施設の名称 淡路市津名体育センター 

 
２ 指定する団体の選定の理由 
  淡路市津名体育センターは、市民の健康・体力作り及びスポーツとレクリエー

ションの普及・振興を図ることを目的とした地域コミュニティ型の施設である。 
  この施設には、ほかにも市民の健康の増進に寄与すること等を目的とした「淡

路市立武道館」及び「淡路市立津名温水プール」が隣接しており、今後も、民間

事業者に施設の一体的な管理運営を委ねることで、これらの施設の設置目的に合

致した効果的な事業展開により、経費の節減を図るとともに、民間事業者が有す

る専門的知識や、各種スポーツクラブ施設の経営ノウハウを積極的に活用するこ

とによって、安全面に配慮した管理体制など、誰もが安心して利用できる健康ス

ポーツ施設として、これらの施設の効用及び地域の発展に資することができるも

のと認められる。 
  以上のことから、引き続き、指定管理者制度を導入することとし、本年９月２

８日に、応募のあった１社を対象に、選定審議会による審査を行ったところ、こ

の施設の指定管理者として実績があり、これまで培ったノウハウを有する株式会

社エヌ・エス・アイが、指定管理者の候補者として適当であると答申があったの

で、同社を指定管理者として選定する。 

 
３ 指定する団体の概要 
 (１) 設立年月日 平成８年１月１８日 

 (２) 資本金等  １億円 

 (３) 年商(平成２８年度) ３０億２，７２６万円 

 (４) 従業員数(平成２９年９月現在) 

    正社員 １６１人、契約社員 ３０人、インストラクター １，１００人 

 (５) 事業内容 

  ア スポーツ施設管理運営並びにスイミングスクール及びフィットネスクラ

ブにおける水泳、運動指導並びに介護事業 

  イ スポーツ施設及び各種イベントに関する企画立案と運営 

  ウ 運動用品の販売並びに損害保険及び生命保険の代理店業務並びに警備業

など 

 (６) 団体の沿革 

    平成 ８年 １月 有限会社エヌ・エス・アイを設立 

    平成 ９年１２月 増資により株式会社へ組織変更 
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 (７) 指定管理者としての実績 

    平成１６年 ４月 豊岡市立日高東部健康福祉センター 

    平成１９年 ４月 多可町立温水プール、多可町青年の家、多可町八千代

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

    平成２０年 ４月 南あわじ市立温水プール、姫路市立夢前福祉センター、

養父市立スポーツ施設つるぎが丘公園ようか温水プー

ル 

    平成２５年 ４月 篠山市立西紀運動公園、多可町立中央公園プール、多

可町立ガルテン八千代プール 

    平成２７年 ４月 淡路市立津名温水プール、淡路市立津名第二温水プー

ル、淡路市立北淡温水プール、淡路市津名体育センター、

淡路市立武道館、淡路市立津名テニス場 
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議案第７９号 

 

   公の施設の指定管理者の指定に関する件 

 

 次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。 

 

  平成２９年１２月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

１ 施設の名称及び所在地 

 (１) 名 称 淡路市立武道館 

 (２) 所在地 兵庫県淡路市大谷１９４番地 

 

２ 指定する団体の名称及び所在地 

 (１) 名 称 株式会社エヌ・エス・アイ 代表取締役 近藤 雅彦 

 (２) 所在地 大阪府大阪市北区梅田一丁目１１番４－２１００号 

 

３ 指定の期間 平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで 
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参考資料 
 
１ 施設の名称 淡路市立武道館 

 
２ 指定する団体の選定の理由 
  淡路市立武道館は、市民の健康・体力作り及びスポーツとレクリエーションの

普及・振興を図ることを目的とした地域コミュニティ型の施設である。 

  この施設には、ほかにも市民の健康の増進に寄与すること等を目的とした「淡

路市津名体育センター」及び「淡路市立津名温水プール」が隣接しており、今後

も、民間事業者に施設の一体的な管理運営を委ねることで、これらの施設の設置

目的に合致した効果的な事業展開により、経費の節減を図るとともに、民間事業

者が有する専門的知識や、各種スポーツクラブ施設の経営ノウハウを積極的に活

用することによって、安全面に配慮した管理体制など、誰もが安心して利用でき

る健康スポーツ施設として、これらの施設の効用及び地域の発展に資することが

できるものと認められる。 
  以上のことから、引き続き、指定管理者制度を導入することとし、本年９月２

８日に、応募のあった１社を対象に、選定審議会による審査を行ったところ、こ

の施設の指定管理者として実績があり、これまで培ったノウハウを有する株式会

社エヌ・エス・アイが、指定管理者として適当であると答申があったので、同社

を指定管理者の候補者として選定する。 

 
３ 指定する団体の概要 

 (１) 設立年月日 平成８年１月１８日 

 (２) 資本金等  １億円 

 (３) 年商(平成２８年度) ３０億２，７２６万円 

 (４) 従業員数(平成２９年９月現在) 

    正社員 １６１人、契約社員 ３０人、ンストラクター １，１００人 

 (５) 事業内容 

  ア スポーツ施設管理運営並びにスイミングスクール及びフィットネスクラ

ブにおける水泳、運動指導並びに介護事業 

  イ スポーツ施設及び各種イベントに関する企画立案と運営 

  ウ 運動用品の販売並びに損害保険及び生命保険の代理店業務並びに警備業

など 

 (６) 団体の沿革 

    平成 ８年 １月 有限会社エヌ・エス・アイを設立 

    平成 ９年１２月 増資により株式会社へ組織変更 
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 (７) 指定管理者としての実績 

    平成１６年 ４月 豊岡市立日高東部健康福祉センター 

    平成１９年 ４月 多可町立温水プール、多可町青年の家、多可町八千代

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

    平成２０年 ４月 南あわじ市立温水プール、姫路市立夢前福祉センター、

養父市立スポーツ施設つるぎが丘公園ようか温水プー

ル 

    平成２５年 ４月 篠山市立西紀運動公園、多可町立中央公園プール、多

可町立ガルテン八千代プール 

    平成２７年 ４月 淡路市立津名温水プール、淡路市立津名第二温水プー

ル、淡路市立北淡温水プール、淡路市津名体育センター、

淡路市立武道館、淡路市立津名テニス場 
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議案第８０号 

 

   公の施設の指定管理者の指定に関する件 

 

 次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。 

 

  平成２９年１２月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

１ 施設の名称及び所在地 

 (１) 名 称 淡路市立津名テニス場 

 (２) 所在地 兵庫県淡路市佐野新島５番地１ 

 

２ 指定する団体の名称及び所在地 

 (１) 名 称 株式会社エヌ・エス・アイ 代表取締役 近藤 雅彦 

 (２) 所在地 大阪府大阪市北区梅田一丁目１１番４－２１００号 

 

３ 指定の期間 平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで 
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参考資料 

 

１ 施設の名称 淡路市立津名テニス場 

 

２ 指定する団体の選定の理由 

  淡路市立津名テニス場は、市民の健康・体力作り及びスポーツとレクリエーシ

ョンの普及・振興を図ることを目的とした地域コミュニティ型の体育施設であり、

今後も、民間事業者に施設の管理運営を委ねることで、この施設の設置目的に合

致した効果的な事業展開により、経費の節減を図るとともに、民間事業者が有す

る専門的知識や、各種スポーツクラブ施設の経営ノウハウを積極的に活用するこ

とによって、安全面に配慮した管理体制など、誰もが安心して利用できる健康ス

ポーツ施設として、これらの施設の効用及び地域の発展に資することができるも

のと認められる。 

  以上のことから、引き続き、指定管理者制度を導入することとし、本年９月２

８日に、応募のあった１社を対象に、選定審議会による審査を行ったところ、こ

の施設の指定管理者として実績があり、これまで培ったノウハウを有する株式会

社エヌ・エス・アイが、指定管理者の候補者として適当であると答申があったの

で、同社を指定管理者として選定する。 

 

３ 指定する団体の概要 
 (１) 設立年月日 平成８年１月１８日 

 (２) 資本金等  １億円 

 (３) 年商(平成２８年度) ３０億２，７２６万円 

 (４) 従業員数(平成２９年９月現在) 

    正社員 １６１人、契約社員 ３０人、インストラクター １，１００人 

 (５) 事業内容 

  ア スポーツ施設管理運営並びにスイミングスクール及びフィットネスクラ

ブにおける水泳、運動指導並びに介護事業 

  イ スポーツ施設及び各種イベントに関する企画立案と運営 

  ウ 運動用品の販売並びに損害保険及び生命保険の代理店業務並びに警備業

など 

 (６) 団体の沿革 

    平成 ８年 １月 有限会社エヌ・エス・アイを設立 

    平成 ９年１２月 増資により株式会社へ組織変更 

 (７) 指定管理者としての実績 

    平成１６年 ４月 豊岡市立日高東部健康福祉センター 
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    平成１９年 ４月 多可町立温水プール、多可町青年の家、多可町八千代

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

    平成２０年 ４月 南あわじ市立温水プール、姫路市立夢前福祉センター、

養父市立スポーツ施設つるぎが丘公園ようか温水プー

ル 

    平成２５年 ４月 篠山市立西紀運動公園、多可町立中央公園プール、多

可町立ガルテン八千代プール 

    平成２７年 ４月 淡路市立津名温水プール、淡路市立津名第二温水プー

ル、淡路市立北淡温水プール、淡路市津名体育センター、

淡路市立武道館、淡路市立津名テニス場 
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議案第８１号 

 

   公の施設の指定管理者の指定に関する件 

 

 次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。 

 

  平成２９年１２月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

１ 施設の名称及び所在地 

 (１) 名 称 淡路市東浦Ｂ＆Ｇ海洋センター 

 (２) 所在地 兵庫県淡路市久留麻２７１１番地１ 

 

２ 指定する団体の名称及び所在地 

 (１) 名 称 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 

 (２) 所在地 兵庫県洲本市海岸通一丁目３番１１号 

 

３ 指定の期間 平成３０年４月１日から平成４５年３月３１日まで 
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参考資料 
 

１ 施設の名称 淡路市東浦Ｂ＆Ｇ海洋センター 

 

２ 指定する団体の選定理由 
  淡路市東浦Ｂ＆Ｇ海洋センターは、海洋性スポーツを中心に、市民の健康・体

力作り及びスポーツとレクリエーションの普及・振興など、住民福祉の増進及び

青少年の健全育成を図ることを目的とした地域コミュニティ型の施設であります。 

  この施設のある東浦サンパークは、農漁業生活活動の実践や体験活動の場とし

て宿泊できる東浦農林漁業体験実習館「東浦サンパーク施設」、天然温泉「東浦

花の湯」、市民交流と世代間交流の場である農村広場「多目的グラウンド及びテ

ニスコート」並びにこの施設等で構成されるものであり、今後も、民間事業者に

施設の一体的な管理運営を委ねることで、これらの施設の設置目的に適合し、か

つ、一体的な管理運営を安定して行うことによって、市民スポーツの振興や、施

設の活用をより有効的に行うことができ、また、安全面に配慮した管理など、誰

もが安心して利用できるとともに、この施設が市民に親しまれる施設としての効

用及び地域の発展に資することが期待できる。 

  以上のことから、引き続き、指定管理者制度を導入することとし、本年１０月

１３日に、応募のあった２社を対象に、選定審議会による審査を行った結果、指

定管理者としての実績があり、これまでに培ったノウハウを有する株式会社かい

げつが、指定管理者の候補者として適当であると答申があったので、同社を指定

管理者として選定する。 

 
３ 指定する団体の概要 
 (１) 設立年月日 平成２０年７月１日 

 (２) 資本金等  ０円 

 (３) 年商（平成２８年度） ２０億６，１９７万円 

 (４) 従業員数（平成２９年９月現在） 社員 ７３人、パート １２３人 

 (５) 事業内容 

  ア 旅館、ホテルその他宿泊施設の経営 

  イ 飲食店業 

  ウ 清涼飲料水及び酒類の販売 

  エ 土産品の販売 

  オ 地方自治法第２４４条の２に基づく公の施設の指定管理業 

  カ 上記アからオに附帯する一切の業務 

 (６) 団体の沿革 
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    平成２０年 ７月 株式会社かいげつ設立、温泉旅館「海月館」運営開始 

    平成２０年１２月 「ハーバーホテル海月」運営開始 

    平成２１年 ５月 貸切旅館「華海月」運営開始 

    平成２２年１２月 グループ会社として鳴門観光株式会社設立 

             鳴門観光株式会社が温泉旅館「鳴門海月」運営開始 

    平成２３年１２月 グループ会社として株式会社アテーナ海月設立 

             株式会社アテーナ海月がビジネスホテル「アテーナ海

月」運営開始 

    平成２５年 １月 長期滞在型コンドミニアム「島海月」運営開始 

    平成２５年 ４月 グループ会社として株式会社加太海月設立 

             株式会社加太海月が温泉旅館「加太海月」運営開始 

    平成２６年 ９月 グループ会社として横瀬産業株式会社設立 

             横瀬産業株式会社がリゾートビジネスホテル「高知サ

ウスブリーズホテル」運営開始 

    平成２７年 ４月 宿泊施設も備えた浜焼きバーベキューレストラン「シ

ーアイガ海月」運営開始 

平成２７年 ７月 鳴門観光株式会社が鳴門海月別亭「鯛丸海月」運営開

始 

 

 (７) 指定管理者としての実績 

    平成２３年１２月 サンライズ淡路（南あわじ市）、ゆずるは荘（南あわ

じ市） 

    平成２５年 ４月 温浴施設さんゆ～館（南あわじ市） 

    平成２６年 ４月 サンリバー大歩危（徳島県三好市） 

    平成２６年 ８月 温浴施設ゆーぷる（南あわじ市） 

    平成２９年 ４月 サンライズ淡路（南あわじ市）、ゆずるは荘（南あわ

じ市） 
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議案第８２号 

 

   公の施設の指定管理者の指定に関する件 

 

 次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。 

 

  平成２９年１２月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

１ 施設の名称及び所在地 

 (１) 名 称 淡路市佐野運動公園第１野球場夜間照明設備 

 (２) 所在地 兵庫県淡路市佐野新島９番地６ 

 

２ 指定する団体の名称及び所在地 

 (１) 名 称 兵庫県園芸･公園協会・ミズノ共同体 

        代表者 公益財団法人兵庫県園芸･公園協会 

            代表理事 竹本 明正 

 (２) 所在地 兵庫県明石市明石公園１番２７号 

 

３ 指定の期間 平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで 
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参考資料 

 
１ 施設の名称 淡路市佐野運動公園第１野球場夜間照明設備 

 
２ 指定する団体の選定の理由 

兵庫県立淡路佐野運動公園は、淡路地域のスポーツ拠点として、各種大規模大

会の開催に対応できる野球場、サッカー場等の施設を複数備えた本格的な運動公

園であるとともに、市民の健康・体力作り及びスポーツとレクリエーションの普

及・振興の拠点ともなっている運動公園である。 

  このたび、佐野運動公園第１野球場に設置する夜間照明設備は、当該野球場と

一体不可分であることから、兵庫県と共同で指定管理者制度を導入し、昼間の利

用に限らず、夜間の利用も含めた効果的な事業展開について、民間事業者が有す

る専門的知識や、ノウハウを積極的に活用することにより、利用の拡大や経費削

減を図るとともに、安全面に配慮した管理体制など、誰もが安心して利用できる

施設として地域の発展に資することができるものと認められる。   

  以上のことから、指定管理者制度を導入することとし、本年１０月２日及び同

月３０日に、応募のあった１社を対象に、選定審議会による調査審議を行ったと

ころ、兵庫県立淡路佐野運動公園の指定管理者として実績があり、これまで培っ

たノウハウを有する兵庫県園芸･公園協会・ミズノ共同体が、指定管理者の候補

者として適当であると答申があったので、同社を指定管理者として選定する。 

 
３ 指定する団体の概要 
 (１) 公益財団法人兵庫県園芸･公園協会 

  ア 設立年月日 昭和４８年４月 

  イ 基本財産  ８，２２０万円 

  ウ 年商(平成２８年度) ３４億６１０万円 

  エ 従業員数(平成２９年９月現在) １７５人 

  オ 事業内容 

   (ア) 兵庫県内の都市公園等の管理運営 

   (イ) 兵庫県内の都市公園等に係る施設の設置及び管理 

   (ウ) 公園緑地及び花と緑を愛する思想の普及 

   (エ) 公園緑地事業に関する調査研究並びに景観園芸その他の業務の指導

及び受託 

   (オ) 花と緑を育てる技術の研究、指導及び相談 

   (カ) 公園緑地事業に関する講習会、研究会、展示会その他催し物等の開催 

   (キ) 花と緑を育てる組織の育成及び指導 
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   (ク) 体育施設、展示施設の設置及び管理並びにスポーツ及び野外活動の振

興 

  カ 団体の沿革 

    昭和４８年 ４月 財団法人兵庫県公園協会設立許可 

    平成１０年１０月 財団法人兵庫県フラワーセンター協会と統合し名称

を財団法人兵庫県園芸･公園協会に変更 

    平成２４年 ４月 兵庫県から認可を受け公益財団法人兵庫県園芸･公園

協会に組織変更 

  キ 指定管理者としての実績 

    平成１８年 ４月 兵庫県立明石公園、兵庫県立舞子公園、兵庫県立フラ

ワーセンター、兵庫県立播磨中央公園、兵庫県立神陵台

緑地、兵庫県立西武庫公園、兵庫県立甲山森林公園、兵

庫県立西猪名公園、兵庫県立北播磨余暇村公園、兵庫県

立赤穂海浜公園、兵庫県立一庫公園、兵庫県立有馬富士

公園、兵庫県立三木総合防災公園 

    平成２１年 ４月 兵庫県立淡路島公園、兵庫県立明石西公園、兵庫県立

淡路佐野運動公園 

    平成２３年 ４月 兵庫県立丹波並木道中央公園 

    平成２４年 ４月 多可町北播磨余暇村公園、兵庫県立神戸西テニスコー

ト 

    平成２６年 ６月 兵庫県立尼崎の森中央緑地 

    平成２７年 ４月 兵庫県立あわじ石の寝屋緑地 

 

 (２) 美津濃株式会社 

  ア 設立年月日 明治３９年４月 

  イ 資本金等  ２６１億３，７４１万円 

  ウ 年商(平成２８年度) １，３３５億１，８００万円 

  エ 従業員数(平成２９年３月現在) ５，２７３人 

  オ 事業内容 

   (ア) スポーツ用品の製造及び小売業 

   (イ) 公共スポーツ施設（指定管理、運営受託又はＰＦＩ）の管理運営事業 

   (ウ) スポーツ教室及びスクール事業 

  カ 団体の沿革 

    明治３９年 ４月 水野兄弟商会を創業 

    大正１２年 ７月 美津濃運動用品株式会社を設立 

    昭和１７年 １月 美津濃株式会社に社名変更 
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    昭和４７年 ７月 東証及び大証第一部に上場 

    昭和５６年 ９月 美津濃ランバード株式会社設立 

  キ 指定管理者としての実績 

    平成１９年 ４月 宮代総合運動公園（埼玉県） 

    平成２１年 ４月 加古川市日岡山公園、深北緑地（大阪府）、三次市み

よし運動公園（広島県） 

    平成２３年 ４月 箕面市立総合運動場（大阪府）、熊本県民総合運動公

園、下関球場（山口県） 

    平成２４年 ４月 浜寺公園（大阪府）、見附市総合体育施設、見附運動

公園（新潟県）、練馬区スポーツ施設（東京都） 

    平成２５年 ４月 寝屋川公園（大阪府）、服部緑地（大阪府）、香川総合

運動公園（香川県） 

    平成２６年 ４月 北神戸田園スポーツ公園、芦屋市総合公園、東舞鶴公

園（京都府）、燕市体育施設（新潟県）、大原運動公園（新

潟県）、倉吉市体育施設（鳥取県）、文京総合体育館（東

京都） 

    平成２７年 ４月 兵庫県立淡路佐野運動公園 

    平成２９年 ４月 兵庫県立西猪名公園 

 


