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一般社団法人岡崎パブリックサービス



お問い合わせ

一般社団法人岡崎パブリックサービス　総務課　人事担当
〒４４４-００２２　岡崎市朝日町３丁目１７番地
ＴＥＬ： ０５６４-２３-１９１７ 　E-mail ： jinji@ops.or.jp

給　　　　与

福 利 厚 生

勤務時間等

初任給

そ の 他

・ 大学卒…………………基本給１９０ ,２００円

・ 短大卒…………………基本給１７８ ,２００円

・ 高校卒…………………基本給１７１ ,０００円

〈勤務時間〉　 ８ ： ３０～１７ ： １５　 休憩／４５分間　 ※但し就業場所により異なります

〈休 日 等〉　 年間休日１１５日　 年次有給休暇１５日 （６ヶ月経過後８割以上出勤時）

〈勤 務 地〉　 当法人が管理する岡崎市内の公共施設

社会保険加入、 慶弔制度、 岡崎幸田勤労者共済会加入、 健康診断実施  など

昇給 ： 年１回　　賞与 ： 年２回 （６月 ・ １２月）

退職金制度 ： 中小企業退職員制度加入 （勤続３年以上）

岡崎パブリックサービス 検索

URL  https://ops.or.jp/

正社員 （総合職）人　材

５名程度募集人員

受験資格 ① ２０２２年３月卒業見込の学生

② １９８６年４月２日以降生まれで

　　高卒以上の方

岡崎パブリックサービスの仕事

岡崎市内公共施設管理実績ＮＯ.１

採用条件 試験スケジュール

私たちの仕事は、 岡崎市内の公共施設の管理運営が主体であり、 地元

岡崎を中心に業務を行っているのが強みです。 日常業務はもちろん様々

なイベント等でお客様と出会うことができ、 充実した日々が過ごせます。

…

…

…

※組織データは令和３年１月現在

※採用試験の詳細は、当法人ホームページの受験案内にてご確認ください。
※当社は職員採用試験において、新型コロナウイルス感染症などへの対応を徹底します。南公園オリジナルキャラクター「みなどん」

エントリーまってるど～ん

管理施設

施設の管理業務、 催事等の企画及び運営 など業務内容

役員／７名、 社員数／４０９名

男女比…男性５０.９％、 女性４９.１％　 平均年齢…４６.９歳
会社組織

勤務条件等

岡崎中央総合公園 岡崎公園 ( 岡崎城 )

岡崎市民会館 道の駅藤川宿

岡崎中央総合公園、 岡崎公園、 岡崎市南公園、

岡崎市民会館、 竜美丘会館、 道の駅藤川宿  その他

３／１月～３／３１水…

４／２８水………………

５／２４月………………

募集・受付期間

第１次試験

第２次試験

◎受付時に書類選考あり

◎教養試験◎記述試験◎適正検査

◎面接試験

令和
２年度
実績

[ 令和３年 ]



一般社団法人岡崎パブリックサービス

会 社 案 内



法人概要
  名   称 一般社団法人岡崎パブリックサービス

  本社所在地 〒444-0022

        愛知県岡崎市朝日町三丁目１７番地

        TEL(0564)23-1917 FAX（0564）23-1933

        URL http://ops.or.jp

    設   立 ２００８年（平成 20 年）2 月 20 日

  基   金 ８００万円

  従 業 員 数 ４００人【20２０年（令和２年）4 月 1 日現在】

  役 員 構 成 【20２０年（令和２年）６月２６日現在】

代表理事（理事長）天野 徳夫

理事（副理事長） 後藤 鉱一

        理事       辻村 秀和

        理事       市川 美子

        理事       齋藤 眞澄

        監事       牧野 正高

        監事       古澤 吉則

経営理念
【ビジョン】

  『笑顔あふれる地域社会を目指します。』
①地域住民サービスの向上をあらゆる活動の原点とし、地域との共生を目指します。

②職員が誇りと喜びを持って働ける職場を目指します。

【ミッション】

     「小さな感動」を積み重ね、笑顔あふれる思い出を共につくります。

【行動指針】

   私たちは、

     お客様の期待を上回るサービスを提供します。

     培ったノウハウを地域のために役立てます。

     法令を遵守し、お客様に安全安心を提供します。

    常にプロフェッショナルであり続けます。

     職員が安心して働け、やりがいのある職場を作ります。

【岡崎公園のさくら並木】



設置目的
  当法人は、委託を受けた施設管理を通じて、利用者のスポーツ及び文化活動の振興

と発展に貢献し、良質なサービスを提供するとともに、あわせて社員に共通する利益

を図ることを目的とし、その目的達成のため、次の事業を行なう。

（１） 自治体及びその他の団体から委託を受けた施設（指定管理業務を含む）の管理

業務及び人材派遣業務

（２） 委託を受けた草刈清掃等業務並びに催事等の企画及び運営

（３） 設立趣旨の目的を達成するための催事・イベント等自主事業の企画及び運営

（４） 不動産賃貸業務

（５） 前各号に付帯関連する一切の事業

※ここでいう「社員」とは、従業員ではなく社員総会を構成する者です。

                  

【岡崎城】

            【 岡崎市南公園の子ども汽車】



沿  革
昭和４５年７月  ・岡崎市観光施設運営協会設立

昭和４６年２月  ・岡崎市都市施設管理協会設立

昭和４７年３月  ・岡崎市レクリェーション施設管理協会設立

昭和５７年４月  ・岡崎市都市施設管理協会と岡崎市レクリェーション施設管理協

          会が合併し、岡崎市市営施設管理協会が発足

・岡崎市環境整備協会設立

昭和５８年４月  ・岡崎市竜美丘会館管理協会設立

昭和５９年４月  ・岡崎市せきれいホール管理協会設立

昭和６０年４月  ・岡崎地域文化広場管理協会設立

平成 ３年４月  ・岡崎中央総合公園スポーツ施設運営管理協会設立

平成 ６年４月  ・岡崎市民会館の管理委託に伴い、岡崎市せきれいホール管理協会と

統合し、岡崎市会館施設管理協会が発足

平成 ８年４月  ・岡崎市竜美丘会館管理協会と岡崎市会館施設管理協会を統合し、岡

崎市会館施設管理協会を存続協会とする

平成１３年４月  ・岡崎市会館施設管理協会と岡崎地域文化広場管理協会を統合し、岡

崎市会館施設管理協会を存続協会とする

         ・岡崎市市営施設管理協会と岡崎市環境整備協会を統合し、岡崎市市

営施設管理協会を存続協会とする

平成１８年４月  ・岡崎市市営施設管理協会、岡崎市国民宿舎桑谷山荘管理協会、岡崎

中央総合公園運営管理協会及び岡崎市会館施設管理協会の４協会が

統合し、岡崎市市営施設管理協会を存続協会として５年間の指定管

理業務の指定を受ける

  平成２０年２月  ・有限責任中間法人岡崎パブリックサービス 設立

平成２０年３月  ・岡崎市市営施設管理協会を解散、岡崎市市営施設管理協会の行ってい

た指定管理の残存期間に係る業務は有限責任中間法人岡崎パブリッ

クサービスへ引き継ぐ

  平成２０年４月  ・有限責任中間法人岡崎パブリックサービス 業務開始

  平成２１年２月 ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行日に中間法人法

が廃止され、既存の中間法人は一般社団法人に移行することになり、

「一般社団法人岡崎パブリックサービス」として名称を変更する  



実  績

◆指定管理業務

  ・岡崎中央総合公園    （2006 年度から 2020 年度までの 1５年間継続中）

  ・岡崎城

  ・三河武士のやかた家康館 （2006 年度から 2023 年度までの 18 年間継続中）

  ・岡崎公園

  ・南公園         （2006 年度から 2023 年度までの１8 年間継続中）

・村積山自然公園奥殿陣屋 （2014 年度から 2023 年度までの 10 年間継続中）

  ・岡崎市竜美丘会館    （2006 年度から 2020 年度までの 1５年間継続中）

  ・岡崎市民会館

・岡崎市せきれいホール  （2006 年度から 2021 年度までの１6 年間継続中）

  ・岡崎市甲山閣

  ・道の駅藤川宿      （2012 年 12 月から 2022 年度までの１０年 4 ヶ月継続中）

  ・岡崎市民休養施設桑谷山荘（2006 年度から 2012 年 12 月までの 6 年 9 ヶ月で終了）

・岡崎市康生地下駐車場  （2006 年度から 2008 年度の 3 年間で終了）

  ・岡崎市吹矢駐車場    （2007 年度から 2008 年度の 2 年間で終了）

  

     【道の駅藤川宿】             【岡崎市南公園の観覧車】

  【岡崎中央総合公園の総合体育館】               【岡崎城二の丸能楽堂】



  ◆その他請負業務

  ・岡崎地域文化広場親子造形センター

管理運営業務

  ・岡崎市内５６公園の草刈清掃等

  ・岡崎市内防犯灯維持管理

  ・岡崎墓園、市有欠町共同墓地、市有

中町共同墓地の草刈清掃等

  ・岡崎市リサイクルプラザ運転管理業

   務

  ・岡崎市内地下道等定期清掃        【岡崎市役所東庁舎内レストラン】

・岡崎市康生地区広場管理清掃

・岡崎市東岡崎専用駐車場看守清掃    

  ・岡崎市民クラシックコンサート開催

・岡崎市民芸術祭開催         

  ・文楽開催

  ・岡崎公園内観光売店

  ・岡崎市役所東庁舎内レストラン

  ・岡崎市役所来庁者駐車場案内

  ・岡崎市総合学習センター施設運営管理

業務

   ・重要文化財旧額田郡公会堂及び物産

陳列所管理業務               【岡崎公園内観光売店】

   ・岡崎市サイクルシェア運営業務

・友愛の家受付業務

   ・暮戸自転車等保管所管理運営等業務

   ・龍北総合運動場受付業務

   ・籠田公園芝生樹木等管理業務

◆独自事業            

・レストハウスくらがり           

                        

                       

                        【岡崎市サイクルシェア運用業務】                        

                                

【旧額田郡公会堂及び物産陳列所】
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