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１．調査の背景

北きりしまコスモドーム（以下「コスモドーム」という。）は、設置後 25年以上が経過し、

施設設備の老朽化の進行が著しい一方で、施設利用者数及び施設利用料収入の減少により、適

切な維持管理やコスト削減が求められる中、その市場性の有無や利活用の実現の可能性に関

する判断が難しい状況にあります。

このような背景から、民間事業者の皆様との「対話」を通じて、今後の事業方針を検討する

ための「サウンディング型市場調査」を実施するものです。

２．サウンディング型市場調査とは

サウンディング型市場調査とは、施設の活用方法等について民間事業者から広く意見や提

案を求め、「対話」を通じて市場性などを把握する調査のことです。

３．調査の目的と期待される効果

（１）目的

本市では、コスモドームの観光施設としての利活用を中心に、施設の最大限の有効活用

策を検討しています。

本調査では、民間事業者の皆様との「対話」を通じて、コスモドームの土地・建物等に

関する市場性の有無や利活用のアイデアを把握することにより、様々な手法を検討し、今

後の利活用の方針の決定等に活かしていくことを目的とします。

（２）期待される効果

サウンディング型市場調査により、次のような効果が期待できると考えています。

① 検討の早い段階で、コスモドームの土地・建物等の活用の実現の可能性を調査するこ

とで、活用方法について幅広い検討が可能となります。

② 地域の状況や行政課題を提示して対話することで、課題の解決に向け、民間事業者の

ノウハウを活かした活用案の検討が可能になります。

③ 民間事業者においては、対話を通じて自らのノウハウと創意工夫を一定程度公募内

容に反映する可能性があると同時に、公募段階で本市の意図を十分に理解した事業提

案が可能になります。
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４．スケジュール

５．対象用地・施設の概要

対象範囲は、コスモドームの敷地内の一部又は全部です。

内 容 日 程

実施要領の公表 令和２年７月６日（月）

事前説明会への参加申込締切 令和２年９月 11日（金）

事前説明会（現地視察含む。） 令和２年９月 25日（金）

質問の受付締切 令和２年 10月 16 日（金）

対話への参加申込締切 令和２年 10月 23 日（金）

対話の実施
令和２年 11月 16 日（月）から

令和２年 11月 20 日（金）まで

調査の実施結果の公表 令和２年 12月以降

所在地 小林市南西方 8577 番地 18

土地・建物

建築面積

土地：16,848 ㎡・建物：677.15 ㎡

用途地域 都市計画区域外

既存建物の概要 施設名 使用目的 主体構造 床面積

（㎡）

建築

年月日

北きりしま

コスモドーム

研修施設棟 鉄骨造ステンレス

板平屋建

284.60 H5.11.1

プラネタリウム棟 鉄筋コンクリート

造鋼板２階建

159.50 H5.11.1

天体観測ドーム棟 鉄筋コンクリート

造陸屋根平屋建

105.91 H5.11.1

運営状況

（～令和元年度）

※現在休館中

運営主体 個人業務委託管理者

事業手法 外部委託

利用状況（令和元年度） 延べ利用者数 1,899 人

収支状況

（平成 30 年度）

収支

収入 利用料収入

支出 維持管理費

△11,144 千円

642 千円

11,786 千円

その他の外部委託 施設警備、電気保守点検、消防設備保守点検等

インフラ状況 ・上水道：有り ・下水道：無し

・電気：九州電力 ・ガス：プロパンガス
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６．利活用に関する市の考え方

本市では、基本計画として「第２次小林市総合計画」を策定しており、そのプロジェクトの

ひとつとして「人口減少対策プロジェクト」を設定し、「第２期てなんど小林総合戦略」に基

づいて、人口減少による社会や地域経済等への大きな影響を極力抑え、急速な人口減少を緩和

するための対策に取り組むこととしています。

コスモドームの利活用に当たっては、「小林市公共施設等総合管理計画」における公共施設

の基本方針を踏まえながら、土地・建物を一体的または部分的に使用し、地域の観光による「稼

ぐ力」の向上に資する民間事業者の実施を期待しています。

※ 計画の詳細については、市ホームページ（http://www.city.kobayashi.lg.jp）にて御確

認ください。

７．対象事業者

コスモドームの利活用の実施主体となる意向を有する法人または法人によるグループとし

ます。（業種・業態を問いません）

８．事前説明会（現地視察含む。）の開催 ※事前申込制

調査の実施方法等について次のとおり事前説明会を開催し、終了後に１時間程度の現地視

察を実施します。

参加を希望される民間事業者の皆様におかれましては、別紙１「事前説明会・現地視察申込

書」に必要事項を記入し、期限までに下記申込先へ御提出ください。

なお、事前説明会への参加は、対話への参加条件ではありません。

計画名 掲載場所・アドレス

第２次小林市総合計画

市政情報＞各種計画＞計画・大綱・構想・ビジョン等

http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?c

ont=160901143049

第２期てなんど小林総合戦略

市政情報＞各種計画＞計画・大綱・構想・ビジョン等

http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?c

ont=200328102239

小林市公共施設等総合管理計画

市政情報＞財政＞財政運営

http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?c

ont=160331163305

日時 令和２年９月 25日（金）午前 10時から 12時

場所 コスモドーム（小林市南西方 8577 番地 18）

申込期限 令和２年９月 11日（金）午後５時 00分まで

申込先 小林市商工観光課 観光グループ

電子メール：k_syoukan@city.kobayashi.lg.jp

※ メールの件名は【説明会参加申込】としてください。
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９．調査に関する質問

質問をされる民間事業者の皆様におかれましては、別紙２「サウンディング型市場調査質問

書」に必要事項を記入し、期限までに下記提出先へ御提出ください。

10．対話の実施 ※事前申込制

（１）対話への参加申込

対話への参加を希望される民間事業者の皆様におかれましては、別紙３「エントリーシ

ート」を期限までに下記申込先へ御提出ください。

（２）本市が求めるアイデアの内容

隣接する生駒高原は年間 10 万人を超える観光客で賑うなど、当該地域は本市の主要な

観光地のひとつですが、近年、観光客の減少が懸念されております。

そのため、霧島の山々の恵みを受ける豊かな自然を体感する体験型の観光など、周辺に

ある様々な観光施設と共存し、新たな観光地域づくりとしての役割を果たす施設の造成

を推進しています。

そこで、本事業では、当該地を有効活用することで、魅力ある観光地域づくりを図ると

ともに、地域に賑わいを創出し、雇用機会の増加による地域経済の発展に寄与する幅広い

アイデアを求めています。

① 天文施設として、本市の観光振興または教育効果を高める当該地利活用のアイデア

をお聞かせください。

② また、天文施設としてではなく、生駒高原地域の新たな観光施設として当該地利活用

のアイデアがございましたら、お聞かせください。

③ 当該地の利活用に当たり、借地希望価格や借地期間もしくは購入希望価格について

お聞かせください。

④ 利活用に当たり問題となる事項や市に求める条件等についてお聞かせください。

⑤ 地元の雇用創出、地元の農畜産物を活かした地域の産業振興となり得る利活用につ

いてお聞かせください。

提出期限 令和２年 10月 16 日（金）午後５時 00分まで

提出先 小林市商工観光課 観光グループ

電子メール：k_syoukan@city.kobayashi.lg.jp

※ メールの件名は【調査質問】としてください。

回答方法 質問の回答については、市ホームページに随時アップします。

http://www.city.koayashi.lg.jp

＜最終回答＞令和２年 10月 23 日（金）

申込期限 令和２年 10月 23 日（金）午後５時 00分まで

申込先 小林市商工観光課 観光グループ

電子メール：k_syoukan@city.kobayashi.lg.jp

※ メールの件名は【対話申込】としてください。
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⑥ 本対話は現実的な利活用を探るための事前対話であり、提案いただいた利活用案を

審査するものではありません。

（３）具体的な対話の内容（予定）（一部の項目・内容に関する提案でも構いません。）

① 事業内容・事業手法や条件などについて

a 市場性の有無について

b 事業実施・参入の意向内容について

c コンセプト・利活用の基本方針との関係などについて

d 事業計画について

② 公的不動産の具体的な利活用方法や実施体制、運営の仕組みなどについて

a 事業主体・運営方法・雇用計画などについて

b 事業の実現等の課題と解決策について

③ 利活用の効果・パブリックマインドなどについて

a 小林市、地域、市民との関わり方について

b 公共施設にかかる費用の削減に資すると期待される事項について

c その他について

（４）対話の進め方

調査当日は、民間事業者の皆様より御説明をいただき、その後、市からの質問等を行

います（説明と質問等を合わせて１事業者当たりおおむね１時間程度）。

なお、対話のために必要な資料がある場合は、当日持参してください。（15 部）

11．留意事項 ※必ず御覧の上、御参加ください。

（１）参加及び調査内容の取り扱い

① 対話への参加実績は、事業者公募における評価の対象とはなりません。

② 対話は参加者のアイデア・ノウハウを保護するため個別に実施します。

③ 調査内容は、今後の検討において参考とさせていただきます。ただし、双方の発言

とも、あくまで対話時点での想定のものとし、何ら約束するものではないことを御理

解ください。

④ 調査目的から逸脱していると考えられるもの、同種の提案が多数寄せられたものな

どの場合は書面での調査のみとさせていただく場合があります。あらかじめ御了承く

ださい。

日時 令和２年 11 月 16 日（月）から令和２年 11 月 20 日（金）までの間で、

エントリーシートをもとに別途調整し、担当者宛に連絡します。

場所 小林市役所内会議室（小林市細野 300 番地）
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（２）調査に関する費用

調査への参加に要する費用（書類作成、事前説明会・現地視察、対話への参加費用

等）は、参加事業者の負担としますので、御了承ください。

（３）調査実施後の協力

必要に応じて、追加の調査（文書照会含む）やアンケート等を行うことがありますの

で、御協力をお願いします。

（４）実施結果の公表

① 対話の実施結果については、概要をホームページで公表します。

② 公表に当たっては、事前に参加事業者に内容の確認を行います。

③ 参加民間事業者の名称及び企業ノウハウに係る内容は、公表しません。ただし、

「小林市情報公開条例」等関連規定に基づき公開の対象となることがあります。

（５）参加除外条件

次のいずれかに該当する場合は、調査の対象者として認めないこととします。

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者

② 参加申込書提出時点で、小林市建設工事等に係る入札参加資格停止の措置に関す

る要綱（平成 19 年小林市条例第 165 号）に基づく指名停止を受けている者

③ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）及び民事再生法（平成 11 年法律第 225
号）に基づく更生・再生手続き中の者

④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第２号に規定する暴力団

⑤ 小林市暴力団排除条例（平成 23 年 12 月 20 日条例第 25 号）第２条第１号に規定

する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有すると

認められる者（法人その他の団体にあっては、その役員（業務を執行する社員、取

締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員と密接な関係を有すると認

められるものをいう。）

⑥ 宮崎県暴力団排除条例（平成 23 年宮崎県条例第 18 号）第 13 条第１項又は第２

項に違反している事実がある者

⑦ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）

第８条第２項第１号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の

構成員又は当該構成員を含む団体

⑧ 法人税、消費税、地方消費税、県税、市町村税を滞納している者
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12．参加申込・その他連絡先

連 絡 先 ： 小林市商工観光課 観光グループ

所 在 地 ： 〒886-8501 宮崎県小林市細野 300 番地

電 話 ： 0984-23-1174（内線 246）

F A X ： 0984-23-1197

E - m a i l ： k_syoukan@city.kobayashi.lg.jp
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＜資料１＞

コスモドームの概要

１．位置 小林市南西方 8577 番地 18

２．敷地面積 16,848 ㎡

３．供用開始 平成６年４月１日

４、事業目的・効果

霧島・屋久国立公園の山麓に開けた生駒高原は、春は菜の花・アイスランドポピー、秋はコ

スモスの花が咲き乱れ、多くの観光客が訪れる観光地であります。さらに、自然環境にも恵ま

れ、豊かな緑と澄んだ空気に満ちており、一年間の晴天率は「快晴」と「晴れ」あわせて 50％
以上で、昭和 63 年冬季・平成元年夏期・平成２年冬季・平成３年冬季の合計４回の「星のふ

るさと日本一」に認定され、天文観測に最も適した環境にある土地であります。当地を訪れる

人々に星空の神秘に触れる機会を創出することによって、多くの人々がそれぞれの感動をも

って遙かなる星空に親しむような施設をつくり、コスモス（花・宇宙）探索とふれあい交流の

場を提供することを目的としております。

「生駒高原星のふるさと整備事業」で建設する天文施設は、ただ星の観測ができる施設とい

うだけではなく、「星の見える環境を保持することを通して、この豊かな自然環境全体を保護

するためのシンボル的施設」という位置づけを致しております。

また、この施設は教育的施設の一面もありますので、市内、市外を問わず学校教育及び社会

教育での幅広い活用ができます。

本市の観光振興の上からも核となる施設であることは明白であり、県内だけではなく県外

の方々に幅広く利用していただけると思われ、この事業の完成は真に公益に資するものであ

ります。

「平成２年度生駒高原星のふるさと整備事業」事業認定時の事業計画から抜粋
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５．施設概要

種類 区分 内容 建築年月日 備考

ドーム 研修施設棟 鉄骨造ステンレス板平屋建

床面積 284.60㎡

（事務室）27.16㎡

（ホール）39.00㎡

（展示室）63.00㎡

（研修室）63.00㎡

（資材庫）7.00㎡

（暗室） 3.00㎡

（風除室）11.25㎡

（下足室）9.00㎡

（トイレ）25.90㎡ 他

H5.11.1 【トイレ】

（男性用）

小便器３台、和式１台

洗面台１台

（女性用）

和式３台、洗面台１台

（身しょう者用）

洋式１台、洗面台1台

プラネタリウム棟 鉄筋コンクリート造鋼板２階建

床面積 159.50 ㎡

（１Ｆ）広場、機械室 20.00 ㎡

（２Ｆ）プラネタリウム 139.50 ㎡

H5.11.1 【ドーム部分】

高さ5.00ｍ

直径10.00ｍ

天体観測ドーム棟 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建

床面積 105.91 ㎡

H5.11.1

駐車場 第一駐車場 56台

第二駐車場 28台

H5.11.1

ふれあい広場 スターウォッチング広場

遊具広場

展望広場

H5.11.1

その他 取付道路

遊歩道

通路等

H5.11.1
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＜資料２＞

コスモドーム位置図

北きりしまコスモドーム

県道１号線

宮崎自動車道

えびの市

コスモホール

レクレーションセンター

市街地方面へ

小林生駒高原葡萄酒工房

花の駅 生駒高原
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＜資料３＞

コスモドーム配置図

天体観測ドーム棟

プラネタリウム棟

研修施設棟

遊具広場
駐車場

スターウォッチング広場

駐車場
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＜資料４＞

コスモドーム平面図

広場
機
械
室

プラネタリウム棟 １ 階

天体観測ドーム

事務室

展示室

ホール

資材庫暗
室

資料室

トイレ

研修室

プラネタリウム

プラネタリウム棟 ２ 階

研修施設棟 １ 階

天体観測ドーム棟 １ 階

風除室

下足室
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＜資料５＞

周辺の観光情報

①生駒高原 ②出の山淡水魚水族館 ③出の山公園

④ひなもりオートキャンプ場 ⑤霧島岑神社 ⑥牧場の桜

①

③

②

④

⑤

⑥
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（別紙１）

令和 年 月 日

事前説明会・現地視察申込書

北きりしまコスモドームの観光施設としての活用方法を検討するための「サウンディン

グ型市場調査」の事前説明会及び現地視察に次のとおり参加を申し込みます。

法人名 フリガナ

代表者名

住所 〒

担当者連絡先 担当者名 担当部署

電話番号 FAX 番号

E-mail

参加者 部署／役職
フリガナ

氏 名
希 望

□事前説明会

□現地視察

□事前説明会

□現地視察

□事前説明会

□現地視察

□事前説明会

□現地視察

□事前説明会

□現地視察
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（別紙２）

令和 年 月 日

サウンディング型市場調査質問書

北きりしまコスモドームの観光施設としての活用方法を検討するための「サウンディン

グ型市場調査」について、次のとおり質問書を提出します。

法人名 フリガナ

代表者名

住所 〒

担当者連絡先 担当者名 担当部署

電話番号 FAX 番号

E-mail

実施要領に関する質問

コスモドームに関する質問

許認可や関係法令に関する質問

その他
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（別紙３）

令和 年 月 日

エントリーシート

北きりしまコスモドームの観光施設としての活用方法を検討するための「サウンディン

グ型市場調査」に、次のとおり参加します。

※法人のグループで参加する場合は、全ての構成法人について記載してください。

※参加人数については、５名程度までとしてください。

法人名 フリガナ

代表者名

住所 〒

担当者連絡先 担当者名 担当部署

電話番号 FAX 番号

E-mail

参加予定人数

対話の参加希望日を記入してください。期間は令和２年 11 月 16 日～令和２年 11 月 20

日の期間内で、３候補記入してください。土日及び祝日は除きます。

月 日（ ）□午前 □午後 □どちらでもよい

月 日（ ）□午前 □午後 □どちらでもよい

月 日（ ）□午前 □午後 □どちらでもよい

提案概要


