平成２８年度 薩摩川内市民まちづくり公社事業報告書
本公社は、これまでその設立目的に沿って市民の皆様の生涯学習の推進と福祉の向上
に寄与する事業を実施して参りました。
平成２８年度については、引き続き薩摩川内市の公共施設等の管理・運営に関する事
務を受託し、協定及び契約に基づき適切に管理するとともに、管理受託施設の利活用及
び利用者の利便を図るための諸事業を実施しました。
実施事業の概要は、次のとおりです。

Ⅰ 公益目的事業
１ 受託施設管理事業
平成２８年度の受託施設管理事業につきましては、指定管理者制度等に基づき、薩
摩川内市から管理受託する文化施設、社会体育施設等の公共施設の管理運営を実施し
ました。
川内文化ホール、入来文化ホール、川内歴史資料館、川内まごころ文学館、せんだ
い宇宙館、サンアリーナせんだい等の集客施設においては、施設の安全点検はもとよ
り、消防・防災訓練を実施して緊急時の利用者の安全誘導等に心掛け、併せて、各種
実務研修、普通救命講習会へ参加するとともに、職員の心の健康、職場環境等の改善
に取り組むための教育研修等も実施しました。
公園等の施設管理については、安全で快適な利用を図るため、日常的に設備や遊具
の点検を実施するとともに、施設の維持・修繕、清掃、花壇の管理、樹木剪定、芝刈
り等を効率的に実施しました。
なお、抜本的な改修等が必要な管理施設については、市の主管課へ報告・協議を行
い必要な対応に努めました。
また、各施設において利用者満足度調査等を実施し、利用者の意見等を踏まえなが
らよりよい施設の管理運営に努めてまいりました。
平成２８年度に実施したこれら受託施設の主な管理事業及び利用状況は、次のとお
りです。
（１） 薩摩川内市川内文化ホール
前年度開催された「国民文化祭・かごしま２０１５」関連の大ホール及びステ
ージ利用が減少したこともあり、利用件数は３,２１９件で前年比７．６％の減、
利用者数も１２６,５６３人となり前年比１３.６％の減となりました。
（２）薩摩川内市入来文化ホール
アフター国文祭「第 1 回薩摩川内こころの川柳大会」など、文化ホールでのイ
ベント開催や、別館の視聴覚室を中心に年間を通して利用がありました。

利用件数は全館で４１４件、利用者数は１４,８８６人となりました。
（３） 薩摩川内市川内歴史資料館
本市出身者からアクリル画「川内川 橋のある風景」８０点が寄贈されたこと
により企画展を計画し、秋期に川内まごころ文学館との合同企画展「川内川を巡
る旅～人と自然とふれあいと～」と題して開催しました。夏期には県指定史跡の
天辰寺前古墳公園が開園したことを記念し、パネル展や出土品の展示を行いまし
た。また、トピックス展示「工芸～花鳥～」
、
「ふるさとを知る～川内川と民話～」
や歴史講座、資料館講座、出前講座のほか、わくわく薩摩川内土曜塾を実施し集
客に努めました。そのほか、薩摩国分寺跡史跡公園、横岡古墳公園の園内巡回や
樹木剪定、除草、施設等の美化及び広報に努めました｡
入館者数は７,２３７人となり前年比２.８％の減となりました。
（４） 薩摩川内市川内まごころ文学館
川内歴史資料館との合同企画展「川内川を巡る旅～人と自然とふれあいと～」
を催したほか、武満徹没後２０年にあたり、特別企画展「武満徹の創造世界
～ことばと音と」を開催し、関連事業として大学の先生によるシネマトーク「映
画で楽しむタケミツの世界～映画音楽と武満徹～」や武満の解説と音楽を併せた
イベント「ことばと音で楽しむ武満徹の世界」も実施しました。
また、まごころ文芸講座、名作シネマ上映会及びまごころ児童絵画展の開催や、
大寒忌コーナー等を設けて集客に努めました。
入館者数は１１,５７６人となり前年比６.３％の増となりました。
（５） 薩摩川内市寺山いこいの広場
施設内の設備や遊具などの安全管理に努めるとともに、シルバー人材センター
を活用しながら、花壇の管理や公園内の草刈等を実施し、利用者に親しまれる公
園づくりに努めました。また、寺山レストランやゴーカートとの連携を図りなが
ら集客に努めました。
（６） 薩摩川内市せんだい宇宙館
寺山こどもの日フェスタ、スターダスト in 寺山、宇宙館フェスタの受託事業の
ほか、企画展「KAGAYA 星空アート展」や「月への挑戦者」を実施し、集客に努
めました。
入館者数は１２,６３９人となり前年比６.９％の増となりました。
（７） 各種公園緑地等の管理
各種公園緑地等については、設備、遊具、樹木、芝、雑草の状態等の点検を日常
的に実施して、受託施設の維持・補修を行うとともに、公園の大木等については、
年度別に計画的に本格的剪定を実施しました。更に、継続的管理が必要な施設に
ついては、従来どおりシルバー人材センターを活用しました。

（８） 体育施設の管理
サンアリーナせんだいをはじめとする総合運動公園体育施設のほか、御陵下公
園施設、屋外運動場照明施設等の体育施設の管理、維持補修等を実施しました。
体育施設の利用状況については、サンアリーナせんだいの利用実績が
２２７,４４９人で前年比６.９％の増となりました。なお、総合運動公園全体で
の利用者数は３９６,３７１人で前年比０.２%の増となりました。
また、御陵下公園施設、屋外運動場照明施設の利用実績は７８,３９９人で前年
比１２.４％の増となりました。

これら施設の管理運営のための直接経費として、256,825,488 円を支出し、光
熱水料費等全ての経費の残額 3,946,772 円は全額市へ精算返納しました。

２ 芸術文化・スポーツ振興事業
ア １１月６日（日）に川内文化ホールにおいて、
「谷村新司トーク&ライブキャラ
バン～ココロの学校～」公演を開催しました。
「いい日旅立ち」「昴」などのヒット曲を世に送り出し、幅広い年代にファン
を持つ谷村氏がライフワークとして取り組んでいる『ココロの学校』公演を、川
内文化ホールの開館５０周年記念と題し実施しました。
薩摩川内市少年少女合唱団も参加し、谷村氏の代表曲である「いい日旅立ち」
を、アンコールでは「サライ」を合唱し、手拍子のあふれる２時間の公演は、心
温まる余韻のうちに終了しました。
（入場者数は７７３人）
芸術文化振興事業費では、8,037,728 円の事業経費に対し、4,740,000 円の入場料収
益に加えて、市から補助予定額 4,000,000 円の交付を受けていましたが、702,272 円の
返納精算を致しました。

３ いきいき生涯学習事業
「サマーミュージックフェスティバル in 薩摩川内」については、出演者の年齢制限
を設けず、幅広い年代の音楽・ダンスなどに親しみ活動しているアマチュアの団体及
び個人を対象にステージでの発表の機会を提供することにより、その健全な育成と文
化の振興に寄与することを目的に、夏休み期間中の８月２１日（日）に川内文化ホー
ルにおいて実施しました。
本年度は、出演者は１４組８０人、入場者数は２５２人となりました。前年度に引
き続き有料入場券の販売を行い、３４３枚の売上がありました。

また、９月２２日（木･祝）にはサンアリーナせんだいにおいて、スポーツ振興を目
的として「まちづくり公社杯ソフトバレーボール大会」を開催しました。
３９チーム２１０名の参加がありました。
その他、管理施設等において工芸教室、夏休み書道教室、料理教室等の生涯学習講
座を実施しました。
以上、生涯学習関連の自主事業経費は、607,630 円となりました。

４ 花と緑のまちづくり事業
１１月１０日・１１日に、公共的施設等の環境美化に取り組んでいるボランティア
団体や自治会等へ「花と緑のまちづくり事業」として、花苗を配布しました。
【３５１団体（対前年比 105.1％）
：３９,３１２本（対前年比 105.1％）
】
また、１０月６日にはシルバー人材センターによる環境美化ボランティア作業に対
する支援を実施しました。

５ キラキラ寺山事業
寺山の各施設が連携しながら、寺山いこいの広場全体の利用者増大に努めました。
せんだい宇宙館では、宇宙・天体に興味を持ってもらうため、市民星空観望会、夏休
み科学工作教室、ウィークエンド工作教室、流星群観察会等の催しを実施して学習、
集客に努めました。
また、市教育委員会及び少年自然の家事業とも連携協力し、天文教室のほか市内の
小学校等に出向いての出張観望会も５回実施しました。

６ サービス事業
受託施設への公衆電話の設置や各管理施設でのコピーサービスなど施設利用者の利
便を図りました。

７ 広報宣伝事業
公社の自主事業や管理施設での行事予定、また事業結果等について、公社広報誌「ア
クスタイム」
、南日本新聞折り込みチラシ「南日本家庭メモ」の裏面活用による「アク
スタイム情報」
、公社ホームページ等による広報宣伝を実施しました。
また、薩摩川内市の広報紙「広報薩摩川内」
、各種情報誌、新聞、テレビのほか、
コミュニティラジオ局「FM さつませんだい」を活用し情報発信に努めました。
更に、市民の方々からの意見要望を頂けるよう公社ホームページを開設しています。
（アクセス件数／月平均 4,750 件）

８ 薩摩川内市立中央図書館の休日夜間運営事業
公社の自主事業として、薩摩川内市立中央図書館の土曜・日曜・祝日の全日及び平
日１７時から２１時までの部分運営、貸出、返本受付などを実施しました。
なお、平成２８年度の図書館利用者数は、平日昼間が４８,８７１人、土曜・休日が
３４,６２５人、夜間が２２,７３５人、合計で１０６,２３１人となっており、前年比
０.５％の減となりました。

９ まちづくり交流事業
ボランティア団体等の活動拠点として川内文化ホールに設置された、
「まちづくり交
流センター」を運営するとともに、公社ホームページ内に交流センター登録団体の紹
介ページを設けてボランティア活動への参加を呼びかけました。
利用者数は延べ８７人となり前年比７.４％の増となりました。

Ⅱ 収益事業
販売事業
施設利用者等の利便を図るため、サンアリーナせんだい売店経営ほか、せんだい宇
宙館でのグッズ販売や管理施設に清涼飲料水の自動販売機を設置運営し、その収益に
ついては公益目的事業を実施するための財源として活用しました。
自動販売機の設置管理事業・売店事業では、14,496,820 円の収益に対して経費が
10,459,062 円となり 4,037,758 円の黒字となっています。

Ⅲ 事務局
事務局の管理運営
事務局の運営については、川内文化ホール内に事務所を置き、本公社の事業活動の
要として、その円滑な実施のための事務を執行いたしました。

終わりに
本公社では、これまで生涯学習・芸術文化・スポーツ振興等に係る公益目的事業を推
進するため、市と連携しながら市民の皆様へ生涯学習の機会や質の高い芸術文化・スポ
ーツに触れる機会を提供するとともに、施設の利活用を図ってまいりました。
今後も市民のニーズへの積極的な対応とともに、
「安全・安心・快適」なサービスを
提供し、更に市民の皆様に喜ばれる事業を実施するなど市民福祉の向上に努めて参りま
す。
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指定管理者制度による管理受託施設（１３６施設）
平成２６年４月１日から５年間（４施設）
歴史資料館、まごころ文学館、薩摩国分寺跡史跡公園、
横岡古墳公園
平成２７年４月１日から５年間（１１０施設）
都市公園（33 箇所）
、普通公園（67 箇所）総合運動公園
（7 施設）、御陵下公園（3 箇所）
平成２８年４月１日から５年間（２１施設）
川内文化ホール、せんだい宇宙館、入来文化ホール・サ
ンフラワーいりき、屋外運動場照明施設（18 施設）
平成２８年４月１日から４年間（１施設）
寺山いこいの広場
部分管理受託施設（２施設）
平成２８年４月１日から１年間
公衆トイレ２箇所（西方港、高城温泉）

参加者（人）

―

４.１（金）～３.３１（金）

受託事業

川内歴史資料館
トピック展示
「絵で見るむかしの暮らし」
４.１（金）～７.３（日）
「工芸～花鳥～」
５.１０（火）～６.５（日）
「記憶をたどる戦時下のくらし」 ７.５（火）～９.４（日）
「天辰寺前古墳公園開演記念特別公開」
７.５（火）～９.４（日）

１，４４３
５６７
１，３９１
１，３９１

「武士の拠点を探る～川内川流域の中世山城～」
９.１３（火）～１２.２５（日）

「ふるさとを知る～川内川と民話～」
１.３１（火）～３.３１（金）

歴史資料館講座
歴史講座 全５回 163 人、
ちぎり絵で作るうちわｱｰﾄ 15 人、回り灯ろう作り 10 人
史跡めぐり
夏休みチャレンジクイズ
冬休みチャレンジクイズ

５.２８（土）～１０.２２（土）
３.４（土）
７.２１（木）～８.３１（水）
１２.２３（金）～１.９（月）

わくわく薩摩川内土曜塾「正月飾り作り」
「万華鏡作り」

１２.２４（土）
２.２５（土）

お正月遊び工作教室「福を呼ぶお手玉作り」
１.３（火）
お正月遊び
１.３（火）～１.９（月）
ゴールデンウィーク無料開館
４.２９（金）～５.５（木）
ゴールデンウィーク特別開館
５.２（月）
敬老の日６５歳以上無料開館
９.１７（土）～９.２２（木）
薩摩国分寺秋の夕べに伴う開館時間延長および無料開館
１０.７（金）１６：００～２１：３０

２，７２１
１，１４７

全７回
１８８
２２
１６７
４５
１５
１６
２０
１４２
２７６
２６
４２
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文化週間無料開館
お正月無料開館・特別開館

内

容

等

１１.１（火）～１１.６（日）
１.３（火）

合同企画展ギャラリートーク
１０.１６（日）
合同企画展「川内川を巡る旅～人と自然とふれあいと～」

参加者（人）
６７
２８１
９０
３０

１０.１５（土）～１２.４（日）

受託事業

合同企画展講演会「ガラッパのすむ川
たち」

川内川を彩る植物

９５７

１０.３０（日）

２０
がらっぱサタデー教室「親子でレッスン～初めての囲碁～」
７.３０（土）～１.１４（土）

全７回
６３

まごころ文学館
里見弴生誕記念企画展「里見弴のまんが小噺」
７.１２（火）～８.２８（日）

第１１回特別企画展 武満徹没後２０年企画展示
「武満徹の創造世界～ことばと音と」

９４５

９.１０（土）～１０.１０（月）

武満徹没後２０年記念
「ことばと音で楽しむ武満徹の世界」
里見弴 大寒忌コーナー
第６回まごころ児童絵画展

１０.１（土）

１.１７（火）～１.２２（日）
１２.１０（土）～１.９（月）

１，９９０
１２９
６９９
８２８

トピック展示
夏目鏡子の“漱石の思ひ出”
１２.６（火）～１.９（月）

「一冊一円の本、売ります。～『現代日本文学全集』刊行
開始９０年～」
３.７（火）～３.３１（金）
まごころ文芸講座
楽しく学ぶ薩摩狂句全 7 回 83 人、唱歌・童謡の楽しみ全
8 回 301 人、唱歌・童謡の楽しみ修了コンサート 66 人、
大人のための美文字講座全 8 回 121 人、源氏物語を読む
全 5 回 129 人
５.１４（土）～２.１７（金）
春のおはなし会
夏休みおはなし会
秋のおはなし会
冬の特別おはなし会
受託事業

４．２９（金）
７．２２（金）・８.５（金）
１０.２９（土）
１２.２３（金）

名作シネマ上映会
君の名は第２部 48 人、君の名は第３部 48 人、波の塔 56
人、森の石松 48 人、カルメン故郷に帰る 31 人、運が良
けりゃ 34 人、皇帝のいない八月 42 人、八つ墓村 46 人、
出口のない海 48 人、三匹の侍 50 人、太平洋ひとりぼっ

１，３９５
１，１２３

全７回
７００

３７
６１
２１
４４

事 業 名

開

催

内

容

等

ち 57 人、狂った果実 95 人、草を刈る娘 45 人、時代屋の
女房 52 人、切腹 43 人、楢山節考 32 人、お茶漬けの味 32
人、東京暮色 44 人、釣りバカ日誌９ 95 人、女の一生
75 人、雪国 95 人、古都 77 人、五瓣の椿 70 人、舟を編む
74 人
４.１６（土）～３.１９（日）

参加者（人）
全２４回
１，３３７

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ特別上映「ｱｲｽｴｲｼﾞ 3 ﾃｨﾗﾉのおとしもの」
５.１（日）

夏休み特別上映「怪盗グルーのミニオン危機一髪」
「ＬＥＧＯ®ムービー」
８.６（土）～８.７（日）

敬老の日特別上映「ローマの休日」
９.１９（月）
冬休み特別上映会「インサイド・ヘッド」
「I LOVE スヌーピー THE PEANUTS MOVIE」
「シュガー・ラッシュ」
１２.２３（金）～１．９（月）
お正月特別上映会「男はつらいよ 私の寅さん」 １.３（火）

夏休みチャレンジクイズ
冬休みチャレンジクイズ
ゴールデンウィーク無料開館
ゴールデンウィーク特別開館
敬老の日６５歳以上無料開館

７.２１（木）～８.３１（水）
１２.２３（金）～１.９（月）
４.２９（金）～５.５（木）
５.２（月）
９.１７（土）～９.２２（木）

薩摩国分寺秋の夕べに伴う開館時間延長および無料開館
１０.７（金）１６：００～２１：３０
文化週間無料開館
１１.１（火）～１１.６（日）
お正月無料開館・特別開館
１.３（火）

受託事業

武満徹没後２０年記念シネマトーク
「映画で楽しむタケミツの世界～映画音楽と武満徹～」

８２
９７
７５
５６
９５
５１
６６
６８
５３
３２
３２１
２４
３８

２９
２５７
１８０

９.１８（日）
１０．１６（日）

合同企画展ギャラリートーク
合同企画展「川内川を巡る旅～人と自然とふれあいと～」

１０.１５（土）～１２.４（日）

合同企画展講演会「ガラッパのすむ川 川内川を彩る植物
たち」
１０.３０（日）
寺山いこいの広場・せんだい宇宙館
寺山こどもの日フェスタ
スターダスト in 寺山
宇宙館フェスタ

５.５（木）
１２．４（日）
３.２０（月）

企画展示「ＫＡＧＡＹＡ星空アート展」
６.１（水）～１０.３０（日）

９５
３０
９５７
２０

８０８
２２７
６０４

企画展示「月の挑戦者展」
１２.２１（水）～３.３１（金）

５，６８２

開

事 業 名

催

内

容

等

宇宙館友の会交流会
６.１８（土）～２.４（土）
八重山高原星物語２０１６参加協力
８.７（日）
中秋の名月観察会
９.１５（木）

参加者（人）
２，９４０
６３
４，５００
６０

芸術文化
振興事業

いきいき生涯
学習事業

谷村新司トーク＆ライブキャラバン
ココロの学校～音で始まり、歌で始まる～
１１.６（日）

７７３

創作体験
夏休み書道教室 29 人、図書館講座「ペットボトルで万華
鏡を作ろう」
（図書館）23 人、ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室 16 人、
冬休み書道教室（入来）5 人、季節の焼き菓子作り教室（国
際交流ｾﾝﾀｰ）28 人、小豆のアイピロー作り 12 人

全６回
１１３

７.２６（火）～２.１６（木）

第６回サマーミュージックフェスティバル in 薩摩川内
２５２
２１０
９.２２（木） （３９団体）

８.２１（日）
まちづくり公社杯ソフトバレーボール大会

花と緑のまちづ
花苗配布
くり事業

１１.１０（木）～１１.１１（金）

市民星空観望会
木星観察月間 63 人、水星観察週間 34 人、火星・土星観
察月間 195 人、土星・火星・アンタレスの競演 555 人、
天王星・海王星観察月間 277 人、金星観察月間 52 人、「月
面Ｘ」観察会 中止

３５１団体

全７回
１，１７６
（１回中止）

４.１（金）～３.３１（金）

ウィークエンド工作教室
ピタゴラスのコップ 16 人、ペーパーロケット 27 人、ペ
ットボトル顕微鏡 21 人、小宇宙を作ろう 15 人、ダンボ
ールツリー24 人、太陽風車 8 人
４.１６（土）～２.５（日）

全６回
１１１

祝日等特別開館事業
海の日 56 人、夏休み特別開館全 2 回 103 人、敬老の日 10
人、体育の日 60 人、お正月特別開館 56 人、成人の日 63 人

全７回
３４８

キラキラ寺山事業

７.１８（月）～１.9（月）

ペルセウス座流星群観察会
ふたご座流星群観察会

８.１1（木）～８.１２（金）
２８０
１２.１３（火） 天候不良・中止

夏休み科学工作教室「ロウソクで動くポンポン船」
７.３０（土）

出張観望会・天文教室

６０

事 業 名

キラキラ寺山事業

広報宣伝事業

開

催

内

容

等

隈之城小 250 人、水引小 83 人、東郷小 84 人、大軣小 40
人、高江中 16 人、しぶんぎ座流星群観察会（串木野）42
人
７.６（水）～２.１７（金）
きゃんぱく天体写真撮影体験
１.６（金）～１.７（土）
天文教室「鹿大生と楽しむ宇宙の姿」
１.２１（土）
新聞折込「南日本家庭メモ」20,000 部
アクスタイム、イベントカレンダー 2,000 部

参加者（人）
全６回
５１５
９
３７

―

４.１（金）～３.３１（金）

市立中央図書館
休日夜間運営
事業

事 務 局

補助金による自主運営
平成２８年４月１日から１年間 106,231 人

―

４.１（金）～３.３１（金）

理事会
第１６回 理事会
第１７回 理事会
第１８回 理事会
評議員会
第１１回 評議員会
第１２回 評議員会

５.１２（木）
１１.３０（水）
３.２２（水）

５.２７（金）
３.２８（火）

―

