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明石市立文化博物館の指定管理者候補者について 

 地方自治法、明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、明石市立文化博物

館条例に基づき、「公の施設」である明石市立文化博物館（以下「博物館」という。）について、

平成２８年４月１日から指定管理者による管理運営を行うため、次のとおり指定管理者の指定に

係る手続きを進め、指定管理者候補者を選定した。 

 なお、指定管理者の指定に際しては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議

決を経る必要があり、以下は指定をする前段階としての選定結果である。 

 

１ 指定管理対象施設及び指定期間 

（１）名 称 明石市立文化博物館 

（２）所 在 地 明石市上ノ丸２丁目１３番１号 

（３）指定期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

 

２ 指定管理者候補者 

（１）団 体 名 小学館集英社プロダクション・鹿島建物共同事業体 

（２）所 在 地 東京都千代田区神田神保町２－３０ 昭和ビル 

 （団体構成）代表団体 株式会社小学館集英社プロダクション（代表取締役社長 紀伊 高明） 

            東京都千代田区神田神保町２－３０ 昭和ビル 

       構成団体 鹿島建物総合管理株式会社（代表取締役社長 宅 正雄） 

            東京都新宿区市谷本村町２番１号 

 

３ 指定管理者が行う業務 

（１）自主事業（特別展、教育普及等）に関する業務 

（２）博物館の使用許可に関する業務 

（３）博物館の施設及び維持管理に関する業務 

（４）その他博物館に関する業務 

 ※ 業務分割方式による指定管理者制度の導入により、博物館資料に関する調査及び研究、企

画展の開催等は市が行う。 

 

４ 指定管理者の指定までの手続き 

（１）指定管理者の公募   平成２７年１月１５日 募集要項の公表 

                         明石市ホームページ 

                         行政情報センター、市民センター閲覧 

（２）募集要項配付期間   平成２７年１月１５日～１月２９日 

（３）応募者説明会     平成２７年１月３０日      参加団体４団体 

（４）申請受付期間     平成２７年３月３日～３月１２日 応募申請２団体 

（５）選定委員会 １回目  平成２６年１２月１９日 

         ２回目  平成２７年３月２５日 

         ３回目  平成２７年４月１７日 

（６）選定結果通知発送   平成２７年５月 

（７）指定議案       平成２７年第２回定例会（６月議会）に提出予定 

（８）指定の通知      平成２７年７月予定 

（９）協定の締結      平成２７年１１月予定 

（10）事務の引継ぎ     平成２８年３月予定 

（11）指定管理業務開始   平成２８年４月１日 
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５ 応募団体 

  募集期間終了までに次の応募団体から申請書の提出があった。 

 

６ 指定管理者候補者の選定 

（１）選定の方法 

  応募団体の選考に当たっては、明石市立文化博物館指定管理者候補者選定委員会を設置し、

５人の委員を委嘱し、委員が応募団体の提出書類、プレゼンテーション及び質疑応答の内容に

基づいて審査を実施した。 

  各委員が評価を行い、その評価点を合計し、選定基準の合否を判定した結果、上記の団体を、

市長へ推薦した。 

  この選定委員会からの推薦を受けて、市長が指定管理者候補者として選定した。 

（２）審査の基準 

  審査に当たっては、明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条に規

定する基準により評価項目及びその配点を設定し、評価を行った。 

 

評価項目 配点 

１ 事業計画に関すること 

 

運営方針 

文化博物館の設置目的に合致した方針 

10点 

利用者の平等な利用の確保及びサービスの

向上 

利用案内、広報活動など利用促進の工夫 

利用者の意見等を運営に反映させるしくみ

等の整備 

明石文化芸術創生基本計画の考え方、取組み 

運営体制 

運営体制の基本的な考え方 

10点 業務ごとの人員配置と勤務体制 

職員の研修や指導監督等 

事
業
計
画 

展覧会 

展覧会についての基本的な考え方 

10点 展覧会の企画提案と取り組み方法 

業務実績とセールスポイント 

提
案

事
項 

子どもが気軽に

立ち寄り学べる

博物館へ 

提案事項に対する基本的な考え方及び分析 

具体的な方策 

業務実績とセールスポイント 

10点 

No. 企業名・団体名 所在地 主たる業種等 

１ 

小学館集英社プロダクション・鹿島建物共同事業体 

代表団体 
株式会社 小学館集英社プロダクシ

ョン 

東京都 

千代田区 

番組企画・制作、

教育事業 

構成団体 鹿島建物総合管理株式会社 
東京都 

新宿区 
建物総合管理 

２ 

神戸新聞事業社・ＮＨＫプラネット共同事業体 

代表団体 株式会社 神戸新聞事業社 神戸市 事業企画・制作 

構成団体 株式会社 NHKプラネット近畿総支社 大阪市 
番組企画・制作、 

事業企画・実施 
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地域住民から愛

される博物館へ 

レストランの活

用について 
提案事項に対する基本的な考え方及び分析 

具体的な方策 

業務実績とセールスポイント 

10点 
施設の有効活用

について 

館内の有料・無

料区分について 

周年事業につい

て 
提案事項に対する基本的な考え方及び分析 

具体的な方策 

業務実績とセールスポイント 

5点 
異分野との連携

について 

教育普及 

教育普及についての基本的な考え方及び方

策 

5点 市民、学校、地域、市、団体等との連携に関

すること 

業務実績とセールスポイント 

貸館業務 

貸館業務についての基本的な考え方 

5点 稼働率アップのための取り組み 

業務実績とセールスポイント 

維持管理業務 
維持管理業務についての基本的な考え方 

5点 
業務実績とセールスポイント 

市との協力・協働体制 
市との協力・協働についての基本的な考え方 

5点 
具体的な体制・方策 

２ 収支に関すること 

 

指定管理料 

提案価格 
※価格点（5×最低提案価格/当該提案価格） 5点 

収支計画 
収支計画の妥当性 

10点 
（仮称）施設改善金の割合の高低 

３ 団体に関すること 

 
経営規模・経営

能力 

事業概要及び業績 

10点 
組織及び人的基盤 

財政基盤及び決算状況 

類似施設等の運営実績 

合     計 100点 

 

総合評価点 ５００点（１００点×選定委員５人） 

 

７ 審査結果の概要 

  選定委員会による審査の結果は、別紙「指定管理者審査結果一覧表(明石市立文化博物館)」

のとおり。 

  評価順位１位の団体を、選定委員会から市長へ推薦し、市長が指定管理者候補者として選定

した。 
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別 紙 

指定管理者審査結果一覧表（明石市立文化博物館） 

評価

順位 

団体名 総合評価点 

(500点満点) 

評 価 コ メ ン ト 

１ 

小学館集英

社プロダク

ション・鹿

島建物共同

事業体 

338.05 

・運営方針について、市民が身近に感じ、常時来館して貰える

ようにという視点が明確で、誰もが利用しやすい施設という文

化博物館が目指す姿とも一致している。 

・運営体制について、学芸員を 2 名配置しており、人員体制の

充実が図られている。 

・提案事項の事業計画について、他施設での実績など具体性が

ある点が評価できる。 

・教育普及の事業計画について、教育事業に実績のある代表団

体の特色を活かした積極的な取組みが見られ、具体性があり、

サポート体制や市との役割分担についても考慮されている点が

評価できる。また、子どもを主眼にしている点についても、子

どもが気軽に立ち寄り学べる施設という文化博物館が目指す姿

と一致している。 

・民間のノウハウを活かした、新鮮で熱意ある運営が期待でき

る点が評価できる。 

・展覧会及び周年事業の事業計画について、体験型要素を加味

するなど教育普及との連携が図られている点は評価できるが、

大規模な美術展の提案が無く、堅実な提案に止まっている点は

改善が望まれる。 

・収支計画について、指定管理料が毎年増額になっている点に

ついては、節減や収益を増やす努力により吸収することが必要

である。 

２ Ａ 330.00 

・運営方針について、「明石」に主眼を置いた地域密着の考えが

示されており、明石の歴史や文化に対する理解を深める施設、

地域住民に愛される施設という文化博物館が目指す姿とも一致

している。 

・維持管理業務について、運用面での改善を図り、実績を残し

てきた点が評価できる。 

・事業計画について、マスメディアのグループ会社である代表

団体・構成団体の特色を活かしたイベントの開催、広告・ＰＲ

による集客に重点を置いており、実績を残している点が評価で

きる。 

・収支計画について、毎年利用料金収入を増やし、指定管理料

を逓減させている点は評価できるが、一部経費の計上方法に疑

問が残る。 

・教育普及などの事業計画において、内容や運営面で従前どお

りのものが多く、積極性が見られなかった点は課題である。 

・運営体制について、学芸員の配置が 1 名で、学芸員資格を有

する館長を配置して補佐する体制を検討する、という点に関し

ては、比較上低評価となる。 

・より民間らしい視点を持った革新的な取り組みが望まれる。 

 


