
1

大淀川学習館の指定管理者候補者の選定について

大淀川学習館の指定管理者については、次のとおり候補となる団体を選定しました。

なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、令和元年１２月議会で可決された場合

には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営にあたることとなります。

１．指定管理者候補者の概要

（１）団体の名称 公益財団法人 宮崎文化振興協会

（２）代表者名 理事長 小泉 英一

（３）主たる事務所の所在地 宮崎市宮崎駅東１丁目２番地２

（４）設立年月日 昭和６２年３月２０日

（５）設立目的 学術及び科学技術、文化及び芸術の振興を図り、豊かな人間

性と創造性を備えた人材の育成と文化の香り豊かなまちづく

りに寄与する。

（６）事業概要 ①科学及び科学技術に関する知識の普及及び啓発

②歴史、民族、神話等に関する知識の普及及び啓発

③河川及びその周辺の自然、歴史、生活文化等に関する知識

の普及及び啓発

④文化、市民活動の促進及び公共サービスの向上に関する事

業

⑤教育文化施設の管理運営に関する事業

⑥その他この法人の目的を達成するために必要な事業

（７）資本金又は基本財産 ３０，０００，０００円

（８）従業員数 ８０人

２．指定期間（予定）

令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで（３年間）

３．施設及び業務の概要

（１）施設概要

①施設名：大淀川学習館

②所在地：宮崎市下北方町５３４８番地１

③施設規模等

建築面積：１,７４２．３５平方メートル

延べ床面積：２,７２０．０４平方メートル

地上２階建 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

令和元年１１月１８日

教育委員会（生涯学習課）
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（２）業務概要

①河川及び資料に関する講演会及び講習会等を開催し、並びにその奨励を行うこと。

②河川及びその周辺の自然、歴史、文化等に関する資料（以下「資料」という。）を

収集し、保管し、展示し、及び公開すること。

③河川及び資料に関する専門的な調査及び研究を行うこと。

④上記のほか、大淀川学習館の設置目的の達成に必要なこと。

⑤施設、附属設備及び備品の維持管理に関すること。

⑥自主事業の運営に関すること。

（３）現在の管理方法

指定管理者 公益財団法人 宮崎文化振興協会

平成２９年４月１日から令和２年３月３１日まで

４．事業計画の概要

（１）管理運営の基本姿勢

「公益目的事業の推進」「地域活性化への貢献」「協会経営の自主性・自律性の確保」

の３つを法人の基本方針とし、施設管理に対する基本方針（運営方針）については、

①次世代を担う子どもたちを中心とした全ての世代が「自然を大切にする心」と「郷土

愛」を育むため、楽しく学ぶ機会を提供する。

②学校や各種団体と連携・協働し、生涯学習・郷土学習・環境学習の場として、地域づ

くりに貢献する。

③地域密着型の魅力ある事業を展開するため、教育的効果と費用対効果のバランスがと

れた施設運営を行う。

と定め、事業展開を行う。

（２）利用者サービスの向上、利用促進についての考え方等

①来館者の安心感を担保する体制を整える。

②快適な空間を提供する。

③来館者の期待に応える臨機応変な対応に努める。

④多くの団体の利用と要望に応え、来館者が満足感を得られるように努める。

⑤資料の貸し出しやアウトリーチ事業など、より多くの方が施設の恩恵を受けること

ができるように努める。

⑥多様化するニーズに応えるため、展示や貸出資料の充実を図る。

⑦職員自らが、大淀川水系の河川や流域の自然環境等について専門知識を磨き続ける。

⑧来館者が交流を深めるための飲食スペースを提供する。

（３）安心､安全面の考え方等

①自然災害への対応については、危機管理マニュアルに基づき、自衛消防訓練や救急

救命講習などを実施し、危機意識の向上に努める。
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②不審人物への対応については、不審者対応マニュアルに基づき、職員の巡回や事務

所の館内監視モニターによる確認、利用者の安全確保のための監視活動を行う。

③設備事故が発生しないように、エレベーター、自動ドア、消防設備などの法定定期

点検及び法定外定期点検を実施する。

④利用者の安全確保を図るため、掲示物による事故防止の啓発や館内ガイダンスによ

る安全上の注意事項を伝達する。

（４）管理運営体制

①職員の配置については、館長以下２課１５名の体制で業務を遂行する。

②毎年度、研修計画を策定し、資質向上と能力開発及び専門性を高める研修を実施

する。

（５）個人情報の保護対策

①個人情報保護方針の策定並びに関係規程等を整備する。

②職員研修の実施及び電子データの管理を徹底する。

※ 上記の事業計画は、あくまで指定管理者候補者から選定に当たり示された内容であり、

実際に行う事業の計画は、指定後に市と当該団体との間で協議の上、決定します。

５．収支計画の概要

■収入 （単位：千円）

■支出 （単位：千円）

※ 上記の収支計画は、あくまで指定管理者候補者から選定に当たり示された内容であり、

最終的な収支計画（指定管理料を含む。）は、指定後に市と当該団体との間で協議の上、

決定します。

■参考

項 目 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 ３ヵ年合計

指定管理料 ７９，２２０ ７９，６６２ ７９，８９４ ２３８，７７６

その他 ２４７ ２４７ ２４７ ７４１

収入合計 ７９，４６７ ７９，９０９ ８０，１４１ ２３９，５１７

項 目 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 ３ヵ年合計

人件費 ３５，９６１ ３６，２４７ ３６，５２２ １０８，７３０

光熱水費 ８，２３０ ８，２３０ ８，２３０ ２４，６９０

施設管理経費等 ２７，３８８ ２７，４３９ ２７，５０１ ８２，３２８

租税公課 ２，８８６ ２，８８６ ２，８８６ ８，６５８

事業費 ３，８９１ ３，９９６ ３，８９１ １１，７７８

その他 １，１１１ １，１１１ １，１１１ ３，３３３

支出合計 ７９，４６７ ７９，９０９ ８０，１４１ ２３９，５１７
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【平成３０年度管理運営費収支決算】

［収入］計：78,924 千円

・指定管理料：78,820 千円 ・その他収入：104千円

［支出］計：78,254 千円

・人件費：34,166 千円 ・光熱水費：7,675 千円 ・施設維持管理費：28,328 千円

・租税公課：2,834 千円 ・事業費：4,140 千円 ・一般管理費：1,111 千円

※ 上記は、指定管理者からの事業報告に基づき、市の指定管理料積算項目に再配分した

ものです。

【平成３０年度事業実績（主なもの）】

６．選定結果の概要

（１）公募の概況

①応募団体（１団体）

公益財団法人 宮崎文化振興協会

②募集日程

要項及び申請書類様式の配布 令和元年７月１８日～８月２３日

第１次質疑の受付 令和元年８月 ５日～８月 ９日

第１次質疑の回答 随時

提出書類の提出期限（第１次締切） 令和元年８月２３日

第２次質疑の受付 令和元年８月２６日～８月３０日

第２次質疑の回答 随時

提出書類の提出期限（最終締切） 令和元年９月２４日

書類審査等 令和元年９月２５日～１０月２３日

指定管理者選定委員会 令和元年１０月２４日

（２）宮崎市指定管理者候補者選定委員会（教育委員会生涯学習課所管施設）

月 事業名

平成３０年４月～６月 水の生き物と仲良くなろう！ザリガニ展

平成３０年６月～９月 森の生き物と仲良くなろう！カブトムシ・クワガタムシ展

平成３０年９月～１０月 よく見てみよう！ちょっぴりこわい生き物展

平成３０年９月～１１月 水の生き物と仲良くなろう！ガラ・ルファフィッシュ体験
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（敬称略）

（３）選定の概況

ア 選定理由

宮崎市指定管理者候補者選定委員会（教育委員会生涯学習課所管施設）において、

申請者からの応募書類及びヒアリングをもとに、「宮崎市公の施設に係る指定管理者

の指定の手続等に関する条例」で定める次の基準により、総合的に審査を行った。

①事業計画書に基づく当該施設の運営が市民の平等な利用を確保するものである

こと

②事業計画書の内容が当該施設の設置目的を最も効果的に達成するものである

こと

③事業計画書の内容が当該施設の管理に係る経費の縮減を図るものであること

④事業計画書に沿った管理を安定して行うための十分な能力を有しているもので

あること

その結果、施設の運営基本方針や設置目的への理解度、利用者ニーズの把握、企

画展等の開催と事業の多様性、これまでの実績や生物の飼育及び展示に対する職員

の熱意と努力などが高評価を得ている理由から、「公益財団法人 宮崎文化振興協

会」が当該選定基準に適合していると認められたため、当該団体を指定管理者候補

者に選定した。

イ 審査結果一覧

①合計点が配点合計の６割に達している

②「事業計画書の内容が当該施設の設置目的を最も効果的に達成するものである

こと」の得点が６割に達している

上記①・②ともに基準を満たしていることから、指定管理者候補者として適格と

みなした。

役 職 等 氏 名

委員長 宮崎市教育委員会学校教育課長 押川 幸廣

委 員 宮崎市教育委員会企画総務課長 川辺 英智

〃 宮崎市環境部環境保全課長 園田 義明

〃 宮崎公立大学准教授 森津 千尋

〃 みやぎん経済研究所常務理事 爲山 高志

〃 宮崎市社会教育委員 西野 透

〃
宮崎県教育研修センター

サイエンスアドバイザー
渡会 栄子
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選定の基準
満点

（配点×委員数）
最低基準点

（候補者）

宮崎文化振興協会

①施設の運営が、市民の平等な利用を

確保するものであること
２１０ １６５

②施設の設置目的を最も効果的に達

成するものであること
６３０

３７８

（満点×60％）
４８７

③施設の管理に係る経費の縮減を図

るものであること
１４０ ８４

④管理を安定して行うための十分な

能力を有しているものであること
２４５ １６７

⑤安全管理に対する対応 ７０ ５０

⑥労働福祉の状況 ３５ ２３

⑦環境保護及び障がい者の雇用等の

福祉政策への取組状況
７０ ４５

合計 １，４００
８４０

（満点×60％）
１，０２１

選定委員会における多数決の結果 ７


