№

担当課

1 自治振興課

2 自治振興課

事業名

協働形態

事業の相手方

事業概要

H28決算

三重地区市民センター他4件
の管理業務

施設の維持管理（5施設）
三重地区市民センター(同センター運営委員会)
三重地区市民センター
琴海さざなみ会館(同会館運営委員会)
指定管理者
運営委員会他4団体
琴海南部しらさぎ会館(同会館運営委員会)
南部市民センター(同センター運営委員会)
古賀地区市民センター(同センター運営委員会H28年度～)

地域の実情やニーズに沿ったきめ細かな対応ができ、地域の
活性化や施設の利用促進につながった。

25,022

小島地区ふれあいセンター他
15件の管理業務

施設の維持管理（16施設）
小島地区ふれあいセンター(同センター運営委員会)
緑が丘地区ふれあいセンター(同センター運営委員会)
戸町地区ふれあいセンター(同センター運営委員会)
滑石地区ふれあいセンター(同センター運営委員会)
仁田・佐古地区ふれあいセンター(同センター運営委員会)
三川地区ふれあいセンター(同センター運営委員会)
淵地区ふれあいセンター(同センター運営委員会)
小島地区ふれあいセン
横尾地区ふれあいセンター(同センター運営委員会)
地域の実情やニーズに沿ったきめ細かな対応ができ、地域の
指定管理者 ター運営委員会他15団
ダイヤランド・小ヶ倉ふれあいセンター(同センター運営委員 活性化や施設の利用促進につながった。
体
会)
小江原地区ふれあいセンター(同センター運営委員会)
桜馬場地区ふれあいセンター(同センター運営委員会)
山里地区ふれあいセンター(同センター運営委員会)
西北・岩屋ふれあいセンター(同センター運営委員会)
橘地区ふれあいセンター(同センター運営委員会)
江平地区ふれあいセンター(同センター運営委員会)
上長崎地区ふれあいセンター（同センター運営委員会）

81,307

施設管理に係るノウハウを持つ団体や、地域に精通した団体
等に包括的に管理を行わせることにより、利用者へのサービ
ス向上などに繋がった。

168,932

施設の管理運営(1施設、H31.3.31)

利用者の状況は夏場の海水浴場は好天にも恵まれ順調で
あったが、レストラン業務では年間を通して客足を伸ばすこと
ができなかった。今後、イベントを検討して交流人口の拡大に
努めてほしい

12,078

指定管理者 高島振興協同組合

施設の管理運営（1施設、利用料金制度、H32.3.31）

地元に精通した団体という強みを活かして、積極的に地元の
住民を職員として雇用しているほか、高島振興協同組合が企
画・実施するイベントに高島いやしの湯の周知PRや利用促進
を図る企画を盛り込むことで、島外からの利用者の増加を
図っている。

56,451

当該施設は、市民の交流及び神浦港を利用する船客の利便
を図るとともに外海地域の活性化に資することを目的とした施
設であるため、外海を代表する団体として組織された法人に
管理運営を任せることによって地域振興に効果的な運営を行
うことができた。

11,825

炭坑という特殊な施設の維持管理には、高度な専門性が必
要であるため、炭鉱に精通した専門的な知識を持った、池島
炭鉱に従事していた元鉱員により、安全な施設の維持管理・
運営を行うことができた。

22,361

3

スポーツ振興
課

市民総合プール他3件の管理
業務

施設の維持管理（4施設）
市民総合プール(特定非営利活動法人長崎游泳協会)
特定非営利活動法人長
指定管理者
市民木鉢プール(太平ビルサービス㈱)
崎游泳協会他3件
諏訪体育館(㈱ふよう長崎)
高島体育館(高島振興協同組合)

4

野母崎行政セ
ンター

野母崎高浜海岸交流施設の
管理業務

指定管理者 株式会社大和総業

高島行政セン
5
ター

協働による事業の効果

高島いやしの湯の管理業務

外海行政セン
6
ター

外海ふるさと交流センターの
管理業務

指定管理者 株式会社外海イン

施設の維持管理(1施設、H29.3.31)
H19年度において「外海地区複合施設整備事業」として、行
政センター、船客待合室、宿泊施設、レストラン、会議室、娯
楽室などの複合施設として改修を行った。施設の管理につい
ては、行政センターの庁舎部分以外の施設部分をH20年度か
ら指定管理者に委託している。

外海行政セン
7
ター

池島炭鉱体験施設の管理業
務

三井松島リソーシス株
指定管理者
式会社

施設の維持管理(1施設、H33.3.31)
九州最後の炭鉱の島「池島」の炭鉱施設を産業遺産観光とし
て活用し、日本の近代化を支えてきた石炭産業の現場を体験
することで、市民の文化の向上とともに、交流人口拡大による
地池活性化を図る。

№

担当課

協働形態

事業の相手方

事業概要

長崎市健康づくりセンターの
管理業務

指定管理者

9 調査課

原子爆弾被爆者健康管理セ
ンター運営管理

公益財団法人長崎原子
指定管理者
施設の管理運営及び健康診断(1施設、H32.3.31)
爆弾被爆者対策協議会

10 平和推進課

永井隆記念館運営費

8

三和行政セン
ター

事業名

指定管理者

オリエンタルビル管理株 施設の管理運営（1施設、利用料金制度、H32.3.31）
式会社
H27年4月1日開始

管理経費の縮減及び休館日の短縮によるサービスの向上

同協議会は、被爆者の健康診断、援護、健康相談等の業務
を長年実施してきた実績を有しており、実績を活かした運営管
理により、被爆者の健康の保持及び福祉の増進を図るという
設置目的を達成できた。

施設の管理運営(1施設、H33.3.31)
指定管理者が自立して運営を行うことができ、工夫された運
特定非営利活動法人長
長崎市永井隆記念館へ指定管理制度を導入し、指定管理者 営が行われている。また、修繕等については早急な対応が可
崎如己の会
による施設の運営及び維持管理を行うもの。
能となった。

老人福祉センター・老人憩の
家運営費

老人福祉センターの維持管理(5施設)
坂本校区連合自治会ほ 老人憩の家の維持管理(11施設）
指定管理者
か 12団体16施設
社会福祉法人7施設、株式会社4施設、自治会等3施設
医療法人1施設、協同組合1施設 計16施設

12 障害福祉課

障害福祉センター管理運営

指定管理者

社会福祉法人 長崎市
社会福祉事業団

13 地域保健課

夜間急患センター運営費

指定管理者

14 子育て支援課

白菊寮運営費

15 環境整備課

H28決算

48,295

388,429

11,428

各団体が持つ経験や情報、視点などの強みを活かすことで、
事業の運営を円滑に行うことができた。

102,302

障害の種別や程度、年齢、発達段階等に応じた専門性の高
いサービスを総合的かつ継続的に提供するために必要な支
援体制が整備されている同相手方に指定管理委託を行うこと
により、障害福祉センターの適正な運営が行われている。

280,805

一般社団法人長崎市医
施設の管理運営(1施設、H32.3.31)
師会

夜間における軽症の救急患者に対する医療の提供
受け入れ患者数 13,643人

207,002

指定管理者

施設の管理運営(1施設）
社会福祉法人長崎市社
生活上の問題などにより子どもの養育が十分にできない場
会福祉事業団
合、母子生活支援施設に入所し、母子の自立を支援する。

協定書に基づき、適正な施設運営が行われている。
入所中の母子の安全安心な生活確保と入所者の自立に向け
ての適切な支援ができている。

22,450

銭座地区コミュニティセンター
の管理業務

指定管理者

銭座地区コミュニティセ
施設の管理運営（1施設、H34.3.31）
ンター運営委員会

地域の実状やニーズに沿ったきめ細かな対応が行われ、利
用者数についても継続して増加しており、地域の一体感の醸
成に寄与している。

5,610

16 商業振興課

市民生活プラザホール・会議
室管理委託

指定管理者

有限会社ステージプラ
ンニングエル

民間事業者が施設の管理運営を包括的に代行したことによ
り、利用者に対するきめ細やかな対応が図られ、利用者サー
ビスの向上に寄与した。

2,137

17 観光政策課

長崎ロープウェイの管理業務

指定管理者

一般財団法人長崎ロー 施設の管理運営(1施設、H31.3.31)
プウェイ・水族館
H22年4月1日開始

施設の管理・運営に民間事業者のノウハウを活用すること
で、利用者に対するサービスが向上した。

18 観光政策課

野母崎炭酸温泉Alega軍艦島

指定管理者

一般財団法人長崎市野 施設の管理運営（1施設、利用料金制度、H32.3.31）
母崎振興公社
H18年4月1日開始

当施設の運営主体である（一財）長崎市野母崎振興公社に、
地元を代表して多数の方が理事として参加していることから、
地元住民の意見や要望等を直接経営に反映することができ
る体制となっている。

11

高齢者すこや
か支援課

協働による事業の効果

施設の管理運営(1施設、H32.3.31)

施設の管理運営（1施設、利用料金制度、H32.3.31）
H18年4月1日開始
（現在の相手方はH27年4月1日から）

0

84,170

№

担当課

事業名

協働形態

事業の相手方

事業概要

19 観光政策課

グラバー園の管理業務

長崎南山手グラバー
施設の管理運営（1施設、利用料金制度、H34.3.31）
指定管理者 パートナーズ共同事業
H29年4月1日開始
体

20 観光政策課

旧香港上海銀行長崎支店記
念館の管理業務

指定管理者 株式会社 乃村工藝社

21 観光政策課

長崎市軍艦島資料館の管理
業務

一般財団法人長崎市野 施設の管理運営（１施設、利用料金制度、Ｈ32.3.31）
指定管理者
母崎振興公社
Ｈ28年7月16日開始

22 文化振興課

長崎市チトセピアホールの管
理業務

指定管理者

23 文化振興課

長崎ブリックホールの管理業
務

指定管理者 株式会社NBCソシア

24 文化財課

伊王島灯台記念館管理業務

指定管理者

株式会社KPG HOTEL
＆RESORT

施設の管理運営（1施設、H28.3.31）
H26年4月26日開始

有限会社ステージサー 施設の管理運営(1施設、H32.3.31)
ビス
（H27から利用料金制へ移行）

協働による事業の効果

H28決算

施設の管理・運営に民間事業者のノウハウを活用すること
で、利用者に対するサービスが向上した。

0

施設の管理・運営に民間事業者のノウハウを活用すること
で、利用者に対するサービスが向上した。

7,417

当施設の運営主体である（一財）長崎市野母崎振興公社に、
地元を代表して多数の方が理事として参加していることから、
地元住民の意見や要望等を直接経営に反映することができ
る体制となっている。

8,885

施設の適切な管理運営ができている。

17,220

施設の管理運営(1施設、H32.3.31)

施設の適切な管理運営ができている。

287,411

施設の管理運営(1施設、H28.3.31)

指定管理者はやすらぎ伊王島の運営など、伊王島における
施設の管理を多岐にわたり行っており、他の施設との複合的
なサービスの提供が可能であることから、伊王島全体の魅力
の向上が期待できる。

2,494

80,086

25

水産農林政策
長崎ペンギン水族館運営費
課

指定管理者

一般財団法人長崎ロー 施設の管理運営（2施設、利用料金制度、H32.3.31）
プウェイ・水族館
H18年4月1日開始

指定管理者が持つ経験や情報などの強み活かすことで、入
館者数が増加した。
入館者数277,225人

26

水産農林政策
植木センター運営費
課

指定管理者

農事組合法人 古賀植
木園芸組合

施設の管理運営(1施設、H29.3.31)
H16年5月1日開始

指定管理者が持つ経験や能力等を活用し、市民サービスの
向上を図り、より効果的かつ効率的なサービス提供を行うこと
ができ、昨年度より比較して利用者も増加した。
H28利用者数・・・9,530人（昨年度と比較し1,581人増）

5,819

27

水産農林政策
体験の森運営費
課

指定管理者 株式会社シンコー

施設の管理運営(1施設、H32.3.31)
H18年4月1日開始
（現在の相手方はH27年4月1日から）

指定管理者が持つ経験や能力等を活用し、市民サービスの
向上を図り、より効果的かつ効率的なサービス提供を行うこと
ができた。

19,289

28

水産農林政策
飛島磯釣り公園運営費
課

指定管理者 西彼南部漁業協同組合

施設の管理運営(1施設、H32.3.31)
H18年4月1日開始

指定管理者が持つ経験や能力等を活用し、市民サービスの
向上を図り、より効果的かつ効率的なサービス提供を行うこと
ができた。

13,924

指定管理者 高島振興協同組合

施設の管理運営(2施設、H32.3.31)
H18年4月1日開始
（現在の相手方はH20年4月1日から）

指定管理者が持つ経験や能力等を活用し、市民サービスの
向上を図り、より効果的かつ効率的なサービス提供を行うこと
ができた。
昨年度より比較して利用者も増加した。
H28利用者数・・・18,468（昨年度と比較し3,330人増）

9,833

水産農林政策 高島海水浴場・高島ふれあい
29
課
キャンプ場運営費

№

担当課

事業名

水産農林政策 伊王島海水浴場交流施設運
30
課
営費

31

水産農林政策 道の駅夕陽が丘そとめ運営
課
費

協働形態

事業の相手方

株式会社KPG HOTEL
指定管理者
＆RESORT

指定管理者

そとめ「農」と「食」の架
け橋

事業概要

協働による事業の効果

H28決算

施設の管理運営（1施設、利用料金制度、H29.3.31）
H18年4月1日開始

指定管理者が持つ経験や能力等を活用し、市民サービスの
向上を図り、より効果的かつ効率的なサービス提供を行うこと
ができ、昨年度より比較して利用者も増加した。
H28利用者数・・・23,600（昨年度と比較し1,511人増）

6,813

施設の管理運営(1施設、H32.3.31)
H18年4月1日開始

指定管理者が持つ経験や能力等を活用し、市民サービスの
向上を図り、より効果的かつ効率的なサービス提供を行うこと
ができた。

4,859

32 みどりの課

総合運動公園管理委託

指定管理者 株式会社長崎消毒社

施設の管理運営(1施設、H32.3.31)

民間のノウハウを活かし、施設の適切な管理運営ができてい
る。

82,003

33 みどりの課

東公園管理委託

指定管理者

株式会社西日本ビル
サービス

施設の管理運営(1施設、H32.3.31)

民間のノウハウを活かし、施設の適切な管理運営ができてい
る。

85,818

34 みどりの課

野母崎総合運動公園管理委
託

指定管理者

財団法人長崎市野母崎
施設の管理運営(1施設、H32.3.31)
振興公社

民間のノウハウを活かし、施設の適切な管理運営ができてい
る。

22,117

35 みどりの課

稲佐山公園管理委託

指定管理者 株式会社 大和総業

施設の管理運営（1施設、H32.3.31）

民間のノウハウを活かし、施設の適切な管理運営ができてい
る。

60,866

36 みどりの課

長崎公園管理委託

指定管理者 株式会社 松田久花園 施設の管理運営（1施設、H32.3.31）

民間のノウハウを活かし、施設の適切な管理運営ができてい
る。

23,328

37 土木企画課

駐車場管理委託

施設の管理運営(7施設、H32.3.31)
桜町駐車場(㈱ビバホーム)
長崎市民会館地下駐車場(㈱長崎ガードシステム)
株式会社ビバホームほ 松が枝町駐車場(エヌ・ティファシリティーズ㈱)
指定管理者
か5団体
松が枝町第2駐車場(エヌ・ティファシリティーズ㈱)
平和公園駐車場(㈱クリーン・マット)
茂里町地下駐車場(㈱城保安警備)
松山町駐車場(菱重ファシリティー＆プロパティーズ㈱)

民間のノウハウを活かした駐車場管理運営を行うことで、経
費削減及び良好なサービスを提供できた。

147,623

38 土木企画課

長崎市築町二輪車等駐車場
管理業務委託

指定管理者 長崎つきまち株式会社 施設の管理運営(1施設、H32.3.31)

本市中心部の浜町・築町地区における二輪車等の放置を防
止することで、道路交通の円滑化を図り、良好な生活環境を
確保することができた。

5,804

市営住宅管理委託

H22年度から
Ａ地区 株式会社エル
ベック
指定管理者 H27年度から
Ｂ地区 株式会社トラス
ティ建物管理・株式会社
三山不動産共同企業体

施設の管理運営(H32.3.31まで)
市営住宅104団地9,332戸（H29年8月末現在）のうち、旧長崎
土曜日の窓口開庁や、緊急時の夜間コールセンター開設等
市内53団地7,273戸について、指定管理者制度により、入居
により、入居者に対するサービスの向上が図られた。
手続き、諸修繕及び居住環境の維持等を行う。
A地区16団地、B地区37団地

347,492

39 住宅課

№

担当課

事業名

協働形態

事業の相手方

事業概要

協働による事業の効果

H28決算

市民会館運営費

平成28年度より指定管理制度を導入している。放送媒体の活
市民会館（文化ホール、中央公民館、市民体育館、男女共同
用、独自のホームページの作成など集客力向上への取組み
参画推進センター）の管理運営
指定管理者 株式会社 ＮＢＣソシア
がなされ、平成28年度は前年度と比較し約12,000人利用者が
（１施設、H33.3.31）
増加した。指定管理者の知識や経験を生かし、効果的な広報
H28年4月1日開始
が実施されている。

155,880

41 生涯学習課

科学館運営費

長崎ダイヤモンドスタッ
指定管理者
施設の管理運営(1施設、H32.3.31)
フ株式会社

平成22年度より指定管理制度を導入し、イベント開催や出前
講座など様々な取組みを行っている。平成27年度は利用者
数が180,738人となり、目標の15万人を大幅に上回った。これ
は開館から3番目に多い利用者数であり、指定管理者の知識
や経験による集客効果があったと考えられる。

145,890

42 生涯学習課

ヴィラ・オリンピカ伊王島管理
委託

指定管理者

平成22年度より指定管理制度を導入。やすらぎ伊王島と連携
することで、団体利用者を増やすだけでなく、個人利用者、
サークル、企業レクレーション活動を推進し、利用者の増を
図っている。

5,006

40 生涯学習課

件数

事業費総計

株式会社KPG HOTEL
＆RESORT

施設の管理運営(1施設、H29.3.31)

139

3,076,481

