
 

 

京都市青少年科学センター出札改札案内業務委託業者選定に係る提案要領 

 

京都市青少年科学センター出札改札案内業務（以下，「委託業務」という。）を委託するにあたり，公募型プロポ

ーザル方式による企画競争選定により受託事業者を決定するため次のとおり提案を募集する。 

 

１ 名称等 

（１） 名 称 京都市青少年科学センター出札改札案内業務委託 

（２） 所 在 地 京都市伏見区深草池ノ内町13 

（３） 施設概要 資料４「京都市青少年科学センターの概要」参照 

 

２ 委託業務内容 

（１） 出札（「入場料」と「プラネタリウム観覧料」（以下「入場料等」という。）の徴収及び収納事務）業務に関

すること。 

（２） 改札業務に関すること。 

（３） 館内案内業務に関すること。 

（４） その他車椅子貸出，拾得物保管，相談・苦情対応等に付随すること。 

※ 詳細は，別紙仕様書のとおり。 

 

３ 委託期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 
 
４ 委託金額の上限 

金７，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額含む。） 

 
５ プロポーザルの参加資格 

参加事業者は，次の資格要件をすべて満たしていること。 

（１） 京都市契約事務規則第２２条第２項に規定する指名競争入札有資格者名簿（人材派遣）に登録されており，

参加招請書類の発送の日から契約締結の日までの間において，京都市競争入札等取扱要綱第２９条第１項

の規定に基づく競争入札参加停止の処分を受けていないこと。 

（２） 過去３年間において，受付・案内・接客業務に関する契約実績があること。 

（３） 請負業務として受託が可能であること。 

 

 

６ 参加手続等 

（１） 提出書類・部数・期限 
 参加事業者は，下記のとおり京都市青少年科学センターに書類を提出すること。 

№ 提出書類 部数 提出期限 

１ 参加意向確認書（様式１） １部 令和３年２月１０日（水）午後５時まで 

２ 業務提案書（任意様式） ４部 

令和３年２月２２日（月）午後５時まで ３ 業務提案書補助資料（任意様式） ４部 

４ 業務受託見積書（様式２） １部 

（２） 留意事項 

(ア) 提案書類の作成および提出に係る費用は，事業者の負担とし，提出された提案書類は事業者に返却しない。 

(イ) 提出された提案書類については，事業者の選定以外の用途で使用しない。 

(ウ) 応募後に辞退する場合は，書面にて辞退届（任意様式）を提出すること。 

(エ) 提出書類を本要領に定める提出期限，提出方法によらずに提出した場合，提出書類に記載すべき事項の全

部，もしくは一部が記載されていない場合，または不備がある場合は無効とする。 

（３） 提出書類作成に係る補足 

(ア) 参加意向確認書（様式１） 

参加意志のある場合は持参すること。 



 

 

(イ) 業務提案書（参加意志がない場合は，提出不要） 

以下の評価項目に沿った提案内容を記載すること。 

Ａ３用紙を使用し，表紙を除き２０ページ（両面印刷であれば１０枚）以内に収めること。形式は自由とす

る。 

① 運営体制 

・ 配置人数が適切であること 

・ 役割分担や責任が明確であること 

・ 長期休業期間中やイベント等による繁忙開館日に円滑にサービスを提供できる運営体制が整備

され，工夫がみられること 

・ 欠員時の補充等のフォローが確実に実施できること 

・ 日常並びに定例の報告が適切であること 

② サービス提供 

・ 市民の科学に対する興味・関心を高め，自然科学の不思議さや面白さを体験する場として展開

している市民科学事業の趣旨を踏まえ，適切なサービスを提供すること 

・ 来館者に対する挨拶等の応対が徹底されていること 

・ 身体障害者，外国人，観光客等に対する特段のサービスや接遇に関する資格がある場合は提案

すること 

・ 京都市青少年科学センターへの来館者増，収入増となるような提案をすること 

③ 従業員教育 

・ 従事前研修やブラッシュアップ研修等による従業員教育が適切に実施されていること 

・ 従業員に対し，防災や応急処置，救急救命等の研修や訓練が実施されていること 

④ 苦情処理・危機対応 

・ 苦情・トラブル等発生時に適切な対応ができること 

・ 事故や災害発生時の初動体制や避難誘導体制が確立されていること 

⑤ 金銭管理 

・ 京都市の公金収納受託者として，金銭の管理が適切であること 

⑥ 自由提案項目 

・ 仕様書に記載のない独自業務等があれば提案すること 

⑦ 京都市青少年科学センターについての知識 

・ 業務履行にあたり，京都市青少年科学センターの設置目的や業務内容が十分に理解されている

こと 

(ウ) 業務提案書補助資料 

業務提案書補助資料として，次の内容が記載された資料を提出すること。形式は自由とする。 

① 企業または団体の概要（名称・代表者名・住所・連絡先電話番号及び電子メールアドレス，担当者

名）類似施設等での履行実績 

② 過去における類似施設等での同種業務履行実績 

(エ) 業務受託見積書(様式２) 

① 提案に基づき委託金額の上限の範囲内で見積金額を記載し，提出すること。 

② 業務内容項目ごとの内訳を記載すること。 

 

７ 留意事項 

（１） 下見 
下見を希望する場合は，あらかじめ科学センターに問合せ，日時を調整の上，実施すること。 

（２） 仕様書 
仕様書は，業務委託業者選定に係る基本的事項を定めたものであり，契約締結にあたっては，提案内容を踏ま

え内容を変更する場合がある。 
 



 

 

８ 配布資料（京都市青少年科学センター及び京都市教育委員会，京都市情報館掲載資料） 
資料１：提案要領（参加意向確認書（様式１），業務受託見積書（様式２）含む） 
資料２：仕様書 
資料３：提案内容採点表 
資料４：京都市青少年科学センターの概要（配置図等含む） 
資料５：施設のごあんない 
資料６：科学センターだより 

 
９ 提案募集に関する質疑 

（１） 質疑の方法 
本提案募集の内容について質疑がある場合は，令和３年２月１０日（木）午後５時までに（必着），書面（様

式自由）で，担当部局宛てにFAXまたは事前に電話連絡のうえ持参により提出してください。 
なお，FAXによる場合は，受信を必ず電話で確認してください。 

（２） 質疑に対する回答 
すべての質疑及び回答については，令和３年２月１７日（水）までに京都市教育委員会のホームページ（公

募型プロポーザル情報のページ）に掲載します。 
なお，回答は，本要項と一体のものとして，要項と同等の効力を有するものとします。 

 
１０ ヒアリングの実施 

提案内容について，以下のとおり，提出書類に基づく個別ヒアリングを実施する。 

実施時刻等詳細については，電話または電子メールで連絡する。 

（１） 実施日時（予定） 令和３年２月２６日（金）（１社につき約６０分以内） 

（２） 場所   京都市青少年科学センター 

 

１１  受託候補者の決定 

（１） 選定方法 

選定内容採点表をもとに，提出書類及びヒアリング内容について審査を行い，最も高い評価を得た提案を行

ったものを受託候補者として選定する。 

なお，評価点が６０点以上であることを選定の条件とする。 

（２） 選定結果の通知 

選定結果は，令和３年３月９日（火）前後に書類によって通知する。 

 

１２ 契約の締結 

（１） 受託候補者の選定後，本市が提示する仕様書及び受託候補者の提案内容等を踏まえ，契約内容についての

協議を行い，契約条件について合意に達した後に委託契約を締結する。 

（２） 受託候補者と契約条件について合意に達しなかった場合は，本市と受託候補者は契約しないこととする。 

（３） 本業務に係る予算が成立しなかった場合は，本市と受託候補者は契約しないこととする。 

（４） 本業務に係る予算が，本プロポーザルにおいて受託候補者から提出された見積書に掲載された金額を満た

して成立しなかった場合は，本市と受託候補者において仕様書の内容等について協議するものとする。協議内

容によっては本市と受託候補者は契約をしないこととする。 

（５） 上記（２）～（４）いずれの場合においても，受託候補者は，生じた損害について，本市に請求すること

はできないものとする。 

なお，提出書類に虚偽の内容が含まれると認められる場合や受託候補者が提案書類提出の日から契約締結日まで

の間に，競争入札参加停止の処分を受けた場合は，失格とする。 

 



 

 

１３ スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 

 
１４ 提出先及び問い合わせ先 

〒６１２－００３１京都市伏見区深草池ノ内町１３番地 

京都市青少年科学センター （担当：今西・武藤） 

ＴＥＬ：０７５－６４２－１６０１  ＦＡＸ：０７５－６４２－１６０５ 

内 容 日 時 

参加意向確認書の提出 令和３年２月１０日（水）午後５時まで 

業務提案書等の提出 令和３年２月２２日（月）午後５時まで 

ヒアリング 令和３年２月２６日（金）(予定)時刻は別途通知 

受託候補者選定 令和３年３月８日（月）前後 

審査結果通知 同上 



（様式1） 

 

令和３年２月  日 

（あて先） 京都市長 

企業（団体）名                 

所 在 地                 

                       

代表者職名                 

代表者氏名               ㊞ 

電 話 番 号                 

担当者氏名                 

 

参 加 意 向 確 認 書 

 

下記業務に係る参加資格を有しており，業者選定について参加しますので，業務提案書及び見

積書について提出します。 

 

 

記 

 
業務名：京都市青少年科学センター出札改札案内業務 
 
 
＜参加資格条件＞（すべての条件を満たすことが必要です。） 

 
1. 京都市契約事務規則第22 条第2 項に規定する指名競争入札有資格者名簿（人材派遣）に

登録されており，参加招請書類の発送の日から契約締結の日までの間において，京都市競

争入札等取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の処分を受けていない

こと。 
2. 過去 3 年間において，受付・案内・接客業務に関する契約実績があること。 
3. 請負業務として受託が可能であること。 

 



（様式２） 

 

令和３年２月  日 

（あて先） 京都市長 

企業（団体）名                 

所 在 地                 

                       

代表者職名                 

代表者氏名               ㊞ 

電 話 番 号                 

担当者氏名                 

 

業 務 受 託 見 積 書 

 

  業 務 名：京都市青少年科学センター出札改札案内業務 
  契約期間：令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 
 
標記業務に係る見積金額について，下記のとおり提出します。 
 

記 

 
 

￥ 

百万円   千円   円 

（ただし，消費税及び地方消費税を含まない） 
 

見積金額の積算根拠を示す積算内訳を別紙（Ａ４版）により添付すること。 
 



 

京都市青少年科学センター出札改札案内業務委託仕様書 
 
１ 総則 

京都市青少年科学センター（以下，「科学センター」という。）における出札改札案内業務（以下，「本

業務」という。）について，以下のとおり定める。 
（１） 科学センターは昭和４４年５月に開設されて以来，科学者精神を体得した将来の市民を育てる

ことを目的として「センター学習」・「教員研修・学校等支援事業」・「市民科学事業」の３つを柱と

する業務を行っており，本業務において委託する業務は展示場やプラネタリウム，屋外園等を広く

一般公開することを通じ，理科好きな子どもを育て，世代を問わない市民に科学への関心を高める

「市民科学事業」運営の根幹をなすものである。受託者は，本業務が市政運営上，極めて重要な業

務であるとの認識のもと業務を遂行すること。 
（２） 年間を通じて幅広い世代の，多数の入館者への接客を行う上で，親切で丁寧な対応はもとより，

すべての来館者が快適な観覧時間を過ごすための環境を提供し，施設の公共性を認識しながら，科

学センターの円滑な運営に寄与すること。 
（３） 受託者は，十分な人員を確保するとともに，受託前に業務習熟のための研修を行うなど，本業

務を円滑に遂行できるよう，万全の体制で対応すること。 
（４） 本業務は，労働基準法，京都市契約事務規則，京都市会計規則，京都市会計規則事務取扱要項，

公金収納受託者の収納事務（業務マニュアル）等の関係法令を遵守の上，本仕様書に基づき誠実か

つ完全に遂行すること。 
 
２ 業務対象施設 
（１） 所在地 京都市伏見区深草池ノ内町１３番地 
（２） 名 称 京都市青少年科学センター 
 
３ 業務期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 
 
４ 業務日時 
（１） 業務日 

３の業務期間のうち京都市青少年科学センターの組織及び運営に関する規則第１条に規定する休館

日を除く毎日（年間３１１日）。 
休館日（年間５４日）は，木曜日（木曜日が祝日の場合は翌平日）並びに年末年始（１２月２８日

～１月３日）であるが，次のとおり臨時休館日と臨時開館日を設ける予定であり，臨時開館日は業務

日とする。 
(ア) 臨時休館日は，７月１４日（水），７月１６日（金） 

(イ) 臨時開館日は，４月１日（木），７月２６日（月），７月２９日（木），８月１２日（木），８月

１９日（木），１月６日（木），３月３１日（木） 

(ウ) 前述以外に開館または休館を設けることとなった場合は，状況に応じて対応すること。 

（２） 業務時間 

業務時間は，８時３０分から１７時００分とし，時間中は，業務が間断なく継続できるように配置

すること。 



 

ただし，７月５日（月），７月６日（火），７月７日（水），７月９日（金）は２０時００分まで， 

７月１０日（土），７月１１日（日）は１９時００分までプラネタリウム営業を行うため，業務でき

るように配置すること。 

 

（３） 業務人員 

開館日に受託業務に従事する者（以下，「業務従事者」という。）の人員は業務時間を通じて，次の

とおりとし，必要に応じて増員対応することとする。 
(ア) 通常平日開館日（年間１８２日）…………常時１名以上 

(イ) 土，日及び祝日開館日（年間１１７日）…常時２名以上 

(ウ) 繁忙平日開館日（年間１２日）………………常時２名以上（８月１３日～８月１６日と別途，

長期休業期間中やイベント等で繁忙が予想される

８日間） 

 

５ 業務内容 
業務従事者は，日々の朝礼その他必要に応じて実施する打合せ等により，科学センター全体の状況

把握に努めた上で，科学センター展示場入口受付を中心とする展示場内において，次に掲げる業務を

遂行することとする。 
また，遅くとも８時５５分までに，出札業務等開始準備を整えること。 

（１） 出札業務 
(ア) 出札時間 

午前９時００分～午後４時３０分（入館は，閉館の３０分前まで） 
ただし，開館時間前に出札希望者が多数待機している場合やイベント開催時等は，委託者と協議

の上，出札時間を繰り上げる等柔軟な対応を行うものする。 
(イ) 入場券の出札 

委託者が設置する改札券売機を用いて，入場券やプラネタリウム観覧券の出札を行うこと。 
(ウ) 入場料等の徴収と収納 

京都市青少年科学センター条例（以下，条例という。）に定める入場料等を徴収し，収納事務を行

うこと。なお，クレジットカード等決済を導入する予定があり，導入した場合は，科学センター

が指定する処理を行うこと。 
(エ) 入場料等の返金 

既納の入場料等で返金の必要が生じた場合は，出札訂正の上，返金を行うこと 
(オ) 釣銭管理 

釣銭の保管と管理を行うこと 
(カ) 出札状況報告 
 業務終了後，委託者に対し所定様式により出札状況を報告すること 

（２） 改札業務 
(ア) 入場料等減免確認業務 

団体入場券を含む入場券や免除・減額申請書等の記載内容や申請と差異がないか確認すること 
(イ) 再入場者確認業務 

再入場希望者には，有効な入場券であることを確認した上で再入場を許可すること 
(ウ) 配布物等の提供 



 

イベント等により，入場者に対してリーフレット等の配布を行う場合があるので対応すること 
(エ) 入館者数報告 

業務終了後，委託者に対し所定様式により改札状況を報告すること 
（３） 案内業務 

(ア) 質問対応 
入場者からのあらゆる質問に対し，丁寧かつ親切な対応を心がけること 

(イ) 展示場等案内 
入場者に対し，展示場配置や展示品イベント実施時刻等の案内を適切に行うこと 

(ウ) 来館者取次 
委託者に対する来客等の取次を行うこと 

(エ) 拾得物・遺失物の受付及び管理業務 
拾得物・遺失物の受付及び問合せ，管理業務を行うこと。併せて，管轄の警察署に対する拾得物・

遺失物の届出等を行うこと。 
(オ) 車椅子・ベビーカーの貸出業務 

入場者への車椅子・ベビーカーの貸出業務を行うこと 
(カ) 掲示・配架物の整理補充等 

受付付近の来館者に向けた掲示物や配布物を常に見やすく活用しやすいように整理整頓を心がけ

ること 
(キ) その他 

受付に設置する各種募金箱や備えつけ機器等の管理を適切に行うこと 
（４） 安全管理業務 

(ア) 受付付近での安全管理 
受付付近における入場者の安全について十分留意することとし，車椅子利用者や年少者等に対し，

必要な支援を行うこと 
(イ) 負傷等における応急処置 

入場者が，怪我や疾病等により体調不良を訴えた場合は，応急手当に係る薬品等を提供し，必要

に応じて，保健室での休養や救急搬送等を委託者と連携のもと適切に行うこと 
(ウ) 非常時等避難誘導補助 

入館者の安全確保を第一に委託者とともに避難誘導補助を行うこと 
(エ) 迷子対応 

迷子への対応は，委託者と連携の上，迅速かつ適切に行うこと 
（５）感染症予防対策業務 
  （ア）マスク着用確認 
   受付時，来館者がマスクを着用しているか確認すること。マスクの着用がない場合は，委託者が

用意したマスクを渡し，着用していただくこと 
 （イ）その他 
   必要に応じて，委託者が指示する感染症予防対策を行うこと 

 
６ 業務体制 
（１） 受託者は，受託業務の遂行を総括する者（以下，「業務主任者」という。）を定めること。 
（２） 受託者は，業務従事者を定めること。 



 

（３） 受託者は，公金について業務主任者または業務従事者に収納させる場合は，出納員を委任する

旨の内規を定めること。 
（４） 業務主任者は，常に業務全般を把握するとともに，業務従事者を指揮監督し，業務の円滑な遂

行に務めること。 
（５） 業務主任者と業務従事者は，本業務の遂行に必要な知識と経験を豊富に有する者とすること。 
（６） 業務従事者は，接客応対に必要な話術，接客術を会得した者とすること。 
（７） 受託者は，本業務の遂行に必要なノウハウを確実に継承し，業務主任者及び業務従事者の変更

時においても業務の遂行に支障がないよう，事前及び業務中の教育を万全に行うこと。 
（８） 受託者は，５の業務について，業務の実施に必要な人数の業務主任者及び業務従事者を配置し，

業務が間断なく円滑に行うこと。 
（９） 受託者は，土曜・日曜・祝日等や長期休業期間中等の繁忙期において混雑が予想される場合，

増員を行うこと。 
（１０） 受託者は，法令の定めるところにより，業務に支障がないよう，必要な休憩時間を交代で取得

させること。 
（１１） 受託者はすべての業務において，苦情対応等を適切に行うとともに，委託者に口頭並びに文書

により報告を行うこと。 
（１２）業務従事者は，業務を遂行する時は委託者にその日の体調について報告すること 
（１３）業務主任者は，業務従事者が体調不良の時は，出勤させず代替の者に業務を遂行させること 
， 
７ 被服等 
（１） 業務主任者及び業務従事者は，本業務の遂行にふさわしい統一した服装を着用すること 
（２） 業務主任者及び業務従事者は，入館者に不快感を与えないよう，常に身だしなみを整えること。 
（３） 業務主任者及び業務従事者は，業務遂行中は名札を着用すること。 
（４） 業務主任者及び業務従事者は，業務遂行中は感染症予防対策のためマスクを着用すること 
 
８ 業務管理 
（１） 受託者は業務に関する報告事項及び引継事項等を記録した業務日報を提出するとともに，委託

者の要請があるときには，業務状況について報告を行うこと。 
（２） 受託者及び業務主任者並びに業務従事者は，入館者等から受託業務に係る苦情等を受けたとき

は，速やかに委託者に報告を行うとともに，適切な措置を講じなければならない。 
（３） 受託者は，業務の遂行に必要な記録，資料の作成及び収集を行い，適正に保存整理するととも

に，委託者の要請があるときは提出しなければならない。 
（４） 受託者は，業務の着手に先立ち，月間勤務表を前月の２０日までに委託者に提出すること。 
（５） 受託者及び業務主任者並びに業務従事者は，本契約中に知り得た業務上知り得た個人情報・知

識及び委託者の業務上の秘密等を漏らしてはならない。 
 
９ 業務に係る費用の負担区分 
（１） 委託者の負担 

(ア) 業務遂行に必要な光熱水費 
(イ) 事務机１台，事務椅子３脚，更衣ロッカーを貸与 

（２） 受託者の負担 



 

(ア) 業務主任者及び業務従事者の業務研修と習熟に掛かる費用 
(イ) 業務主任者及び業務従事者の被服関係費用 
(ウ) 業務遂行に必要な消耗品等 
(エ) 業務主任者及び業務従事者の防暑，防寒及び防虫対策に要する費用 
(オ) その他，本業務の遂行に伴う費用 

 
１０ その他 
（１） 当該契約における委託料の支払いは，委託者が毎月業務終了後，受託者からの適法な請求書の

提出を受け，業務委託料を毎月分割で支払うこととする。 
（２） 本契約委託業務終了時に他の業者への引継ぎがある場合は誠実に対応すること。 
（３） 受託者が青少年科学センターの敷地内に自動車を駐車することは，原則認めない。 
（４） 業務従事者は，業務を遂行する前に検温を行い，体調不良時は業務主任に報告すること 



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

1 運営体制

・配置人数が適正であること
・役割分担や責任が明確であること
・繁忙期の体制が明確であり，工夫がみられること
・欠員時補充が確実に実施できること
・日常報告等の定例報告が適切であること

20 16 12 8 4

2 サービス提供

・ 市民科学事業の趣旨を踏まえ，適切なサービスを提供する
こと
・ 来館者に対する挨拶等の応対が徹底されていること
・ 身体障害者，外国人，観光客等に対する特段のサービス
や接遇に関する資格がある場合は提案すること
・ 来館者増，収入増となるサービスを提案すること

20 16 12 8 4

3 従業員教育

・従事前研修やブラッシュアップ研修等による従業員教育が
適切に実施されていること
・防災や応急処置，救急救命等の研修や訓練が実施されて
いること

10 8 6 4 2

4
苦情処理
・危機対応

・苦情やトラブル発生時に適切な対応ができること
・事故・災害発生時の初動体制や避難誘導体制が確立され
ていること

10 8 6 4 2

5 自由提案
・仕様書に記載のない業務について，提案内容が優れている
こと

10 8 6 4 2

6
施設及び

業務内容の
知識と実績

・業務履行にあたり，京都市青少年科学センターの設置目的
や業務内容が十分に理解されていること
・類似施設での同種業務の履行実績から円滑な業務の履行
が期待できること

10 8 6 4 2

7 価格点

・委託金額の上限額7,000,000円（税込）からの節減努力
　Ａ：6,440,000円以下（契約上限額の92％）
　Ｂ：6,440,001円～6,580,000円（同94％）
　Ｃ：6,580,001円～6,720,000円（同96％）
　Ｄ：6,720,001円～6,860,000円（同98％）
　Ｅ：6,860,001円以上

20 16 12 8 4

京都市青少年科学センター出札改札案内等業務委託　提案内容採点表

評価点：Ａ（きわめて良好）・Ｂ（良好）・Ｃ（普通）・Ｄ（やや不十分）・Ｅ（不十分または提案なし）

評価
評価項目 評価事項

合計（提案内容80点　価格20点） １００点満点



京都市青少年科学センターの概要 
 

科学センターでは,昭和 44 年 5 月に開設されて以来,科学者精神を体得した将来の市民を育てることを

目的とし,(1)｢センター学習｣(2)｢教員研修・学校等支援事業｣(3)｢市民科学事業｣の 3 つを柱として, 大学・

産業界等の協力を得ながら，さまざまな取組を推進している。 
 

 
１ 施設概要（下記「平面図」参照） 
  所在地：京都市伏見区深草池ノ内町 13 
  アクセス：京阪「藤森」駅下車西へ 400ｍ，地下鉄・近鉄「竹田」駅下車東へ１㎞ 
  鉄筋コンクリート地上３階（一部５階） 
■建築面積４，８２０㎡ ■延床面積９，６７４．７㎡ ■敷地面積１７，４０８㎡ 

 
２ 開館日等 
  開館時間：午前９時００分～午後５時００分（ただし，入館は閉館３０分前まで） 
  休館日：木曜日（祝日の場合は翌平日，長期休業期間中は開館），年末年始 

 
３ 展示場等概要（次頁「展示品配置図」参照） 

令和元年度は，１１７，８３７人をお迎えし，そのうちプラネタリウム観覧者は，５０，４５３人，

親子ふれあいサイエンスルーム入場者は，２６，４５１人であった。 
また，令和２年度は，１２月末現在で４２，６１７人（前年比５９％減）である。 

（１）展示場（２階・３階） 
自然科学の基本に関する展示品（約１００点）を設置している。 



展示品は，来館者が体験を通じて，科学的な原理・原則を身に付け，科学的なものの見方・

考え方を学べるよう工夫・考案（展示品に触れ，考えながら操作し，また操作しながら考えを

発展させることができる）したオリジナル展示品である。 

（２）プラネタリウム 

本市唯一のプラネタリウムは，成人や幼児等ターゲットを定めた特別番組の実施やタイムリ

ーなテーマによる自主製作番組，生解説による投映に定評があり，来館者の約５０％（令和元

年度実績）が訪れる人気施設である。 

令和元年１２月２日よりリニューアル工事のため令和２年１０月９日まで投映を休止してい

た。 

 

（３）親子ふれあいサイエンスルーム 

乳幼児と保護者が，科学的な遊具や本などを通じて，ふれあいながら，科学の不思議さや面白さ

を体験し，興味・関心を高めるきっかけ作りとするとともに，親同士が子育てに関する情報交換や

交流を図る場として食堂跡を改修し，平成24年４月開設した。 
保護者は科学センター入場料を要するが，入場料優待制度として，「親子でパスッ！」を発行し，

乳幼児を同伴する場合の4回目以降の入場料を無料（1年間有効）とする。 
 
（４）屋外園 

約４０種類の岩石や化石，約３００種類の樹木や四季折々の草花が見られ，昼食スポットとして

も人気があり，年間を通じて沖縄のチョウを観察できる「チョウの家」や夏期限定で開設する「カ

ブトムシの家」も多くの観覧者でにぎわう。 
 



４ 入館者数等 
 令和元年度 月別入場者並びにプラネタリウム観覧者実績 

●入場者 
      

月 
開館 

日数 

入場者数 入場者内訳 

１日 

あたり 

１月 

あたり 
一般 

（うち

幼児） 

中・高

校生 
小学生 

4 27 357 9,650 7,211 2,542 234 2,205 
5 26 383 9,966 7,021 2,270 341 2,604 
6 26 362 9,406 7,135 2,592 204 2,067 
7 26 533 13,861 9,852 3,583 427 3,582 
8 31 716 22,198 15,300 4,987 738 6,160 
9 26 438 11,385 8,935 3,358 176 2,274 
10 26 503 13,066 8,115 2,693 253 4,698 
11 26 366 9,505 6,340 2,265 233 2,932 
12 24 183 4,390 3,318 1,287 276 796 
1 24 253 6,068 5,067 2,187 97 904 
2 25 256 6,392 5,035 2,071 157 1,200 
3 28 70 1,950 1,586 611 90 274 

年度

計 
315 374 117,837 84,915 30,446 3,226 29,696 

●プラネタリウム観覧者 
     

月 
開館 

日数 

観覧者数 観覧者内訳 

１日 

あたり 

１月 

あたり 
一般 

（うち

幼児） 

中・高

校生 
小学生 

4 27 178 4,806 3,382 1,007 118 1,306 
5 26 196 5,108 3,408 950 212 1,488 
6 26 182 4,740 3,358 1,129 138 1,244 
7 26 278 7,228 4,869 1,675 216 2,143 
8 31 397 12,301 7,987 2,335 347 3,967 
9 26 216 5,619 4,146 1,383 100 1,373 
10 26 233 6,048 2,964 866 89 2,995 
11 26 159 4,137 2,391 697 138 1,608 
12 24 466 466 350 68 12 104 
1 24 0 0 0 0 0 0 
2 25 0 0 0 0 0 0 
3 28 0 0 0 0 0 0 

年度

計 
315 160 50,453 32,855 10,110 1,370 16,228 

※１２月は１日のみプラネタリウム投映を行っている。 
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