
奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

西部公民館学園大和分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、学園三碓地区自治連合会に限定して申請を求め、平成２９年９月１１日に申請があっ

た。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 学園三碓地区自治連合会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 学園三碓地区自治連合会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地

域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他

の観点を総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成

することができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

南部公民館精華分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、高樋町自治会に限定して申請を求め、平成２９年９月１１日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 高樋町自治会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 高樋町自治会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の連携や

活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観点を総

合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成することが

できると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

南部公民館東九条分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、東九条町自治会に限定して申請を求め、平成２９年９月１１日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 東九条町自治会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 東九条町自治会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の連携

や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観点を

総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成すること

ができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

南部公民館明治分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、明治地区自治連合会に限定して申請を求め、平成２９年９月１１日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 明治地区自治連合会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 明治地区自治連合会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の

連携や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観

点を総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成する

ことができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

三笠公民館大安寺西分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、大安寺西地区自治連合会に限定して申請を求め、平成２９年９月１１日に申請があっ

た。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 大安寺西地区自治連合会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 大安寺西地区自治連合会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地

域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他

の観点を総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成

することができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

田原公民館横田分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、田原地区自治連合会に限定して申請を求め、平成２９年９月１１日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 田原地区自治連合会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 田原地区自治連合会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の

連携や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観

点を総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成する

ことができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

田原公民館水間分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、水間町自治会に限定して申請を求め、平成２９年９月１１日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 水間町自治会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 水間町自治会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の連携や

活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観点を総

合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成することが

できると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

田原公民館杣ノ川分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、杣ノ川町自治会に限定して申請を求め、平成２９年９月１１日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 杣ノ川町自治会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 杣ノ川町自治会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の連携

や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観点を

総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成すること

ができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

富雄公民館元町分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、富雄公民館元町分館管理協議会に限定して申請を求め、平成２９年９月１１日に申請

があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 富雄公民館元町分館管理協議会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 富雄公民館元町分館管理協議会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であ

り、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、

その他の観点を総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的

を達成することができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

柳生公民館興ヶ原分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、興ヶ原町自治会に限定して申請を求め、平成２９年９月１２日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 興ヶ原町自治会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 興ヶ原町自治会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の連携

や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観点を

総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成すること

ができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

柳生公民館邑地分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、邑地町自治会に限定して申請を求め、平成２９年９月１２日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 邑地町自治会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 邑地町自治会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の連携や

活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観点を総

合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成することが

できると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

柳生公民館丹生分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、丹生町自治会に限定して申請を求め、平成２９年９月１２日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 丹生町自治会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 丹生町自治会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の連携や

活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観点を総

合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成することが

できると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

柳生公民館北野山分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、北野山町自治会に限定して申請を求め、平成２９年９月１２日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 北野山町自治会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 北野山町自治会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の連携

や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観点を

総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成すること

ができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

若草公民館佐保分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、若草公民館佐保分館運営委員会に限定して申請を求め、平成２９年９月１２日に申請

があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 若草公民館佐保分館運営委員会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 若草公民館佐保分館運営委員会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であ

り、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、

その他の観点を総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的

を達成することができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

興東公民館東里分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、東里地区自治連合会に限定して申請を求め、平成２９年９月１２日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 東里地区自治連合会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 東里地区自治連合会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の

連携や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観

点を総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成する

ことができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

興東公民館狭川分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、狭川地区自治連合会に限定して申請を求め、平成２９年９月１２日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 狭川地区自治連合会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 狭川地区自治連合会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の

連携や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観

点を総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成する

ことができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

興東公民館大平尾分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、大平尾町自治会に限定して申請を求め、平成２９年９月１２日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 大平尾町自治会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 大平尾町自治会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の連携

や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観点を

総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成すること

ができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

春日公民館西木辻分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、八軒町自治会に限定して申請を求め、平成２９年９月１２日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 八軒町自治会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 八軒町自治会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の連携や

活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観点を総

合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成することが

できると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

春日公民館大安寺分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、大安寺地区自治連合会に限定して申請を求め、平成２９年９月１２日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 大安寺地区自治連合会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 大安寺地区自治連合会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域

の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の

観点を総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成す

ることができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

春日公民館済美南分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、済美南地区自治連合会に限定して申請を求め、平成２９年９月１３日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 済美南地区自治連合会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 済美南地区自治連合会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域

の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の

観点を総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成す

ることができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

二名公民館二名分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、二名地区自治協議会に限定して申請を求め、平成２９年９月１３日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 二名地区自治協議会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 二名地区自治協議会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の

連携や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観

点を総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成する

ことができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

二名公民館西登美ヶ丘分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、二名公民館西登美ヶ丘分館運営協議委員会に限定して申請を求め、平成２９年９月１

３日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 二名公民館西登美ヶ丘分館運営協議委員会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 二名公民館西登美ヶ丘分館運営協議委員会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通し

た団体であり、地域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優

れており、その他の観点を総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の

設置の目的を達成することができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

京西公民館平松分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、平松一丁目自治会に限定して申請を求め、平成２９年９月１３日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 平松一丁目自治会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 平松一丁目自治会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の連

携や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観点

を総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成するこ

とができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

伏見公民館あやめ池分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、あやめ池地区自治連合会に限定して申請を求め、平成２９年９月１３日に申請があっ

た。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 あやめ池地区自治連合会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 あやめ池地区自治連合会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地

域の連携や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他

の観点を総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成

することができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

平城公民館歌姫分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、歌姫町自治会に限定して申請を求め、平成２９年９月１３日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 歌姫町自治会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 歌姫町自治会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の連携や

活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観点を総

合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成することが

できると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

飛鳥公民館白毫寺分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、白毫寺町連合自治会に限定して申請を求め、平成２９年９月１３日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 白毫寺町連合自治会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 白毫寺町連合自治会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の

連携や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観

点を総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成する

ことができると認めたため。 



奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 審査結果 

 

１ 施設の名称 

都跡公民館佐紀分館 

 

２ 委員 

委員長  奥田 益三  （奈良市社会教育委員） 

委員   浦西 勉   （奈良市文化財保護審議会委員） 

委員   権藤 ゆう  （奈良市公民館運営審議会委員） 

委員   尾崎 勝彦  （奈良市教育委員会教育総務部長） 

委員   北谷 雅人  （奈良市教育委員会学校教育部長） 

（平成２９年８月７日委嘱） 

 

３ 募集の概要 

 公募せず、佐紀中町自治会に限定して申請を求め、平成２９年９月１３日に申請があった。 

 

４ 審査の工程 

（１） 第１回会議（平成２９年８月７日開催） 委員長の選出・審査方法の決定 

 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領及び審査項目表を定め、これらに基づ

いて審査を行うことを決定した。 

（２） 第２回会議（平成２９年１０月５日開催） 書類審査・審査結果の決定 

 

５ 審査の結果 

 佐紀中町自治会を指定候補者として選定することが適当である。 

〔理由〕 

 佐紀中町自治会は、当該地域の住民で組織された地域の実情に精通した団体であり、地域の連携

や活性化を図りながら、効率の高い管理運営が期待できる点において優れており、その他の観点を

総合的に考慮した結果、選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設置の目的を達成すること

ができると認めたため。 

 


