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宮崎市介護老人保健施設さざんか苑に関する

サウンディング型市場調査（事前可能性調査）実施要領

「宮崎市介護老人保健施設さざんか苑」について民間事業者の皆様との「対話」による「サウンディ

ング型市場調査（事前可能性調査）」を実施します。

１．調査の目的

「サウンディング型市場調査（事前可能性調査）」とは、民間事業者がもつ経営ノウハウやアイ

デアを活用した公民連携手法の可能性を調査するものです。

本市では令和４年３月３１日をもって廃止となる「宮崎市介護老人保健施設さざんか苑」の民間

譲渡について検討を進めています。

そこで、民間事業者等の皆様との「対話」を通じて、施設の利活用方法や事業方式について、自

由かつ実現可能な活用アイデアを広くお聞きする「サウンディング型市場調査（事前可能性調査）」

を実施し、今後の譲渡条件を検討する際の参考にしたいと考えています。

２．本案件の進捗レベル

本案件の進捗レベルは、事業発案の構想検討段階である「調査時期①」に該当します。

３．調査スケジュール

令和３年６月２４日 実施要領の公表

７月 ９日 現地説明会の開催

７月１２日～７月２６日 調査（個別対話）への参加受付

８月 ２日～８月２０日 調査（個別対話）の実施

※都合の良い日時で１時間程度

８月末 ～９月上旬頃 調査結果概要の公表

４．調査（個別対話）の概要

（１）調査（個別対話）の申し込み方法

参加を希望される方は、「（様式１）調査（個別対話）参加申込書」を記入の上、７月２６日（月）

までにメールにてご提出ください。

①受付期間 ７月１２日～７月２６日

②調査（個別対話）実施期間 ８月 ２日～８月２０日（※都合の良い日時で１時間程度）

③場所 宮崎市保健所会議室など（※詳細は確定後別途お知らせします）

④対象者 土地・建物の活用の実施主体となる意向を有する法人または

法人のグループ （個人での申込みはできません）

⑤申し込み先 宮崎市健康管理部保健医療課（℡：0985-29-4111）
E-mail 10soumu@city.miyazaki.miyazaki.jp

（２）現地説明会の申し込み方法

参加を希望される方は、「（様式２）現地説明会参加申込書」を記入の上、７月 ６日（火）まで

にメールにてご提出ください。

構想検討 基本計画策定 事業手法検討 公募要項検討

市の流れ 具体的事業手法の検討 発注準備（公募要項作成等）

事業継続の必要性 公民連携の可能性 事業手法比較 事業手法確定

現状課題の整理 民間事業者の参入意向 民間事業者の参入意向 民間事業者の参入意向
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①日時 令和３年 ７月 ９日（金） １７時から１時間程度

②場所 介護老人保健施設さざんか苑

③申し込み先 宮崎市健康管理部保健医療課（℡：0985-29-4111）
E-mail 10soumu@city.miyazaki.miyazaki.jp

④県外から来訪する際の追加提出書類

・現地説明会の開催前２週間の体調を「（様式３）体調チェックシート」に記録して、当日ご

提出ください。

・また、「（様式４）問診票」に必要事項を記入のうえ当日ご持参ください。

・宮崎県が指定する感染拡大地域、感染流行地域から来訪される場合は、陰性証明書の提出を

お願いすることがあります。

⑤留意事項

※現地説明会への参加は、調査（個別対話）の参加条件ではありません。

※新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、内覧は入所者のいない１階のみとなります。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、施設外観だけの見学となることも想

定されます。

（３）調査（個別対話）の実施方法

別紙１「サウンディング型市場調査（事前可能性調査）【案件概要】」を前提として、以下の①～

⑩の項目について、ご意見・ご提案をお聞かせください。

なお、自らが事業の実施主体となることを前提とし、実現可能なご意見・ご提案をお願いします。

提案説明のための資料提出は求めません。（必要な場合は持参いただいても結構です。）

調査（個別対話）は、下記項目に沿って、事業者の皆様から一括してご説明いただき、それを踏

まえて市側から質問等をさせていただきながら、予め定めた時間内で行います。

一部お答えいただけない項目や内容があっても構いません。

また、提案内容によっては進行方法を変更する場合もあります。

①事業の全体イメージ

②対象施設（建物・土地）の活用イメージ

③事業方式

④収支見込（事業採算性）

⑤事業期間

⑥対象施設の優位性や潜在的可能性

⑦事業化に向けた課題、問題点

⑧事業規模（予算規模）

⑨地域との連携などを含んだ発展性

⑩その他

（４）調査結果概要の公表

調査結果の概要については、後日ホームページ等で公表します。

公表内容については、事前に参加事業者の皆様に確認をしたうえで、参加事業者の名称、知的財

産にかかる内容などについては公表しないこととします。

（５）留意事項

①参加及び対話内容の扱い

・調査（個別対話）内容は、双方の発言とも、あくまで調査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ご理解ください。

・調査（個別対話）をもとに事業化の可能性について検討を行いますが、仮に事業化した場合

には、公募により事業者を選定するものであり、ご提案いただいた事業者と契約を行うも

のではありません。

②追加調査（対話）への協力
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・必要に応じて、追加調査（対話）や文書照会、アンケート等を行うことがあります。ご協力

をお願いします。

③調査（個別対話）に関する費用

・調査（個別対話）への参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。

④参加除外条件

・次のいずれかに該当する場合は、調査（個別対話）の対象者として認めないこととします。

（ⅰ）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

（ⅱ）法人等の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者、又は現に禁錮以上の刑に処せられてい

る者がいる。

（ⅲ）法人等の役員又は経営に事実上参加している者に、「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」に規定する暴力団の関係者又は暴力団の関係者と密接な
関係を有する者がいる。

５．参加申込・その他連絡先

連絡先 宮崎市健康管理部保健医療課（担当：黒木）

所在地 〒880-0879 宮崎市宮崎駅東１丁目６番地２ 宮崎市保健所４階

電話／FAX 0985-29-4111／0985-29-5208
E-mail 10soumu@city.miyazaki.miyazaki.jp
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別紙１

サウンディング型市場調査（事前可能性調査）【案件概要】

１．本案件の進捗レベル

本案件の進捗レベルは、事業発案の構想検討段階である「調査時期①」に該当します。

２．調査（個別対話）情報

項目 記入欄

1．団体名（部署名） 宮崎市健康管理部保健医療課

２．案件名 宮崎市介護老人保健施設さざんか苑施設活用検討調査

３．背景 ○当該施設は、平成３年４月に田野町老人保健施設さざんか苑と

して開設。

○平成１２年には介護保険法の施行により、田野町介護老人保健

施設「さざんか苑」となる。

○平成１８年１月宮崎市と田野町との合併により宮崎市介護老人

保健施設さざんか苑となる。

○平成２６年１０月から平成２７年３月にかけて施設の改修工事

を実施。

○平成２７年４月より国立大学法人宮崎大学が指定管理者として

運営開始。

○指定管理者による運営により収支改善はみられたものの、５０

床という規模では経営改善に限界があること、また、民間代替性

も高いことから、令和４年３月３１日をもって廃止することを決

定。

○廃止の決定にあたり宮崎市議会から施設の活用方法を検討する

よう附帯決議がなされる。

４．調査（個別対話）の目的 高齢者人口の増加に伴い今後も介護需要の増加が見込まれるこ

とから、５０床の枠を有効活用するためにも複合的なサービス展

開が可能な民間事業者への譲渡を検討している。

しかしながら、民間譲渡を検討している建築物は、隣接する宮

崎市立田野病院と渡り廊下でつながっており一体的に利用されて

いる。電気や給水等の各種設備も田野病院を経由しており、譲渡

時には渡り廊下に加え、各種設備の切り離しが必要となる。また、

建築後３０年を経過し、空調設備及び一部の屋上防水の改修時期

構想検討 基本計画策定 事業手法検討 公募要項検討

市の流れ 具体的事業手法の検討 発注準備（公募要項作成等）

事業継続の必要性 公民連携の可能性 事業手法比較 事業手法確定

現状課題の整理 民間事業者の参入意向 民間事業者の参入意向 民間事業者の参入意向

公民連携の可能性 簡易ＶＦＭの算定 ＶＦＭの算定 公募条件（要求水準）

調査時期 調査時期① 調査時期② 調査時期③ 調査時期④

現状と課題 現状と課題 事業手法 公募条件（要求水準）

公民連携の可能性 公民連携の可能性 民間事業者の参入意向 民間事業者の参入意向

民間事業者の参入意向 ＶＦＭの見込み

事業発案 事業化検討

所管部局での検討（基本構想）

事業の流れ
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３．事業概要

を迎えている。

そのため、設備の切り離しによる電気設備・消防設備・給水設

備等の新規整備や老朽化による改修を要する施設の利活用方法及

び投資可能額等について確認するため本調査を行うこととする。

５．民間事業者に対する

質問事項

○施設利活用に関する全体コンセプト

○事業方式・事業スケジュール

①実施予定の介護サービス ②収支計画

③貸付期間 ④事業継続年数

⑤想定投資額 ⑥施設基準の達成方法

○電気設備・消防設備・給水設備等の整備計画

○事業推進上の課題・問題点

６．対話を希望する業種

注）希望する業種の事業者の参加

を確約するものではありません。

○1 .設計 ○2 .建設 3.ビル管理 4.金融

5.保険 6.不動産 7.運営

○8 .その他（ 介護・福祉 ）

項目 記入欄

1．基本情報 ・ 事業構想

①事業の種類 1.新設 2.建替え 3.改修 4.管理運営のみ

○5 .公有地活用 6.包括委託 ○7 .定期借地方式 ○8 .売却

９.その他（ ） 10.未定

②事業内容 ○さざんか苑施設の民間譲渡

（建物については売却、土地については定期借地権を設定した賃

貸借を想定）

③事業スケジュール（案） ○令和３年１０月ごろ 公募手続き開始

○令和４年７月以降施設の譲渡契約締結

○渡り廊下撤去工事や設備の切り離し工事等の工事スケジュール

については未定

④現状及び課題 ○譲渡対象施設は築３０年を経過し、老朽化が進んでいる。特に

空調・換気設備については更新が必要と思われる。

○現在、田野病院側の調理室により介護保健施設サービスの施設

基準を満たしているが、建築物の分割後は、同様のサービス提供

には新たな調理室の整備が必要。

〇田野病院との切り離しにより、玄関の車寄せや資材（食材）搬

入を含めた自動車導線の整備が必要。

〇田野病院との通路あと（２F廊下、１F玄関）の整備が必要。
○耐火建築物、準耐火建築物としての性能を確保する場合は、建

築物の別棟化に伴い、田野病院との延焼のおそれがある部分であ

る、敷地分割線より、１階部分で３ｍ、２階部分で５ｍの範囲内

にある開口部を防火戸、防火設備への改修が必要。

〇外壁、鉄部の塗替えを行う場合、既存塗材の石綿・鉛・PCBの
含有調査とその対策が必要。

〇利用用途に応じた建築基準法における適合状況の検証及び、そ

の対処が必要。
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○病院と接続している次の設備について、切り離し後の新規整備

が必要。

①受変電設備 ：病院側の受変電設備から分岐しているため、

引込柱の新設、高圧幹線引き直し等が想定さ

れる。

②自家発電設備：病院側の発電機を使用していることから切離

し後の整備が想定される。

③電話設備 ：病院側の電話主装置から分岐しているため、

電話幹線の引き直し等が想定される。

④情報通信設備：病院側から分岐しているため、情報通信（光

ケーブル等）の幹線引き直し等が想定される。

⑤放送設備 ：病院側のアンプからさざんか苑に送っている

ため、切離し後の整備が想定される。

⑥給水設備 ：本管から建物への給水管盛替え工事が想定さ

れる。その他、受水槽を必要とする場合、新

設が想定される。

⑦消防設備 ：病院側のスプリンクラーポンプ、消火水槽等

を使用しているため、切離し後の新設が想定

される。

⑧ガス設備 ：病院側のガスバルクタンクより分岐している

ため、切離し後の新設が想定される。

⑨雨水排水設備：病院側の側溝等に雨水を排水している場合は、

切離し後の整備が想定される。

⑩その他 ：その他共有されている設備の有無について、

図面、現地機器等の確認が必要となる。

〇以上の事項により、適宜、官公庁や関係機関への申請や届出が

必要。

⑤事業の目的・考え方、

基本方針等

○田野病院とさざんか苑を接続している渡り廊下の撤去工事は市

が実施予定。

○共有している各種設備の切り離し工事は市が実施予定。

○さざんか苑側の各種設備の新規整備は譲渡先事業者で実施する

こと。

○利用者駐車場及び職員駐車場については、原則周辺の私有地で

各自確保すること。

⑥前提条件 ○特になし。

⑦事業実施にあたり

特に重視する点

○介護老人保健施設の継続。

⑧導入を条件としたい機能 ○介護保健施設サービスの提供を基本とする。

※居宅サービス及び介護予防サービスの提供については任意。

⑨自由提案を求める機能

※あくまでも一例であり

例示以外の提案も

お受けいたします。

○介護老人保健施設以外の高齢者施設としての活用。

2．対象地

①所在地（交通情報含む） 宮崎市田野町南原１丁目６番地２

（宮崎自動車道田野 ICより車で約５分）
②敷地面積 ５，７３８．７７㎡の一部

③土地利用上の制約 ○第１種住居地域・第１種中高層住居専用地域
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○建ぺい率： ６０％

○容積率 ：２００％

④所有者 【土地】宮崎市

【建物】宮崎市

⑤周辺施設等 ○半径５００ｍ圏内に田野小学校、田野中学校、田野総合支所が

立地。

○田野地域にはさざんか苑を含め１２の高齢者施設有り。

⑥対象地周辺の一般的なイ

メージ

緑豊かな山並みに囲まれた生活・産業・文化の南西の地域拠点

⑦その他

(上記項目以外の情報、

特徴、留意すべきこと等）

○敷地北側に合併浄化槽の埋設あり。

○敷地内に埋蔵文化財が確認されていないことを確認済み。ただ

し、土木工事等に際して埋蔵文化財が発見された場合は書面に

よる届出が必要。

３．対象施設

①施設名称 宮崎市介護老人保健施設さざんか苑

②施設の延床面積

及び敷地面積

延床面積 １，８８５．１３㎡

敷地面積 ５，７３８．７７㎡の一部

③建物の構成（構造、階数） RC造り ２階建て

④主な施設の内容、機能 １階：デイルーム（和室）、機能訓練室兼レクレーションルーム、

通所リハビリテーション食堂、会議室等

２階：療養室４人床 １２室、療養室２人床 １室

食堂・談話室、スタッフステーション等

※エレベータあり

⑤利用状況 ＜令和元年度年間延利用者数＞

施設介護 ：１３，２４６人

通所リハビリテーション： ３，００９人

短期入所介護 ： ５３８人

⑥主な利用者・ターゲット 介護サービスを必要とする高齢者。

⑦市民意見等 特になし。

⑧運営主体、事業手法 平成２７年４月より国立大学法人宮崎大学が指定管理者として管

理運営している。

⑨直近の収支状況 【令和元年度決算値】※税込額を記入

＜収入＞

施設介護収益 173,388,665 円

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ収益 25,570,467 円

短期入所介護収益 8,846,044 円

合計 207,805,176 円

＜支出＞

人件費 218,326,000 円

物件費 58,720,220 円
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■ その他の情報

施設の図面については、閲覧可能

※閲覧を希望する場合は、下記担当までご連絡ください。

■ 担当者連絡先

減価償却費 10,239,477 円

資産減耗費 400,802 円

合計 287,686,499 円

⑩その他

(上記項目以外の情報、

特徴、留意すべきこと等）

特になし。

団体名（部署名） 宮崎市健康管理部保健医療課

担当者職氏名 主任主事 黒木 裕太

電話番号/FAX 番号 電話 0985-29-4111 / FAX 0985-29-5208

メールアドレス 10soumu@city.miyazaki.miyazaki.jp

備考



施設の位置図・外観

＜対象施設の位置図＞

さざんか苑
田
野
駅
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＜施設外観の写真＞

さ
ざ
ん
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①

②

③

④

① ②

③ ④
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