
第１回横浜市青葉区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会 議事録 
日時 平成 27 年９月 30 日（水）午後２時 00 分～４時 00 分 
開催場所 青葉区役所 301 会議室 
出席者 
 
 

【選定委員】 

相原照世委員、白井多美子委員、杉浦一夫委員、山田範子委員、山田秀樹委員、山野

上啓子委員、横山順一委員、渡邊雅子委員 

開催形態 公開（傍聴者２名） ただし、議題（３）以降は非公開 
議題 
 
 
 
 
 

（１） 会議の公開・非公開について 
（２） 選定スケジュールについて 
（３） 横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ指定管理者公募要項（案）について 

（４） 横浜市すすき野地域ケアプラザ指定管理者公募要項（案）について 

（５） 応募法人に対するヒアリングの実施について 

（６） 次回の選定委員会について 

（７） その他 

決定事項 
 
 
 
 
 
 
 

１ 委員長の選出・委員長職務代理者の指名について 

・委員の互選により、委員長に横山委員が選出された。 

 ・委員長の指名により、委員長職務代理者に山田秀樹委員が選任された。 

２ 会議の公開・非公開について 

・本委員会の「公募要項及び選定方法に関する審議」（議題（３）以降）は非公開

で実施。 

・次回委員会の「応募法人ヒアリング終了後の審議」は、非公開で実施。 

３ 選定スケジュールについて 

 ・案のとおり承認。 

４ 公募要項及び選定方法について 

 ・公募要項について、応募書類の一部に追加記載を行うこととし、承認。 

・選定方法について、評価基準項目・最低基準について承認。 

・最高得点の法人が複数の場合は、最も高い点数をつけた委員と最も低い点数をつ

けた委員の点数を除いた、残りの委員全員の総得点の平均点で指定候補者を決定

する。 

・「たまプラーザ地域ケアプラザ」については、現在の指定管理法人から応募があ

った場合は、機能強化スペースの稼働率や事業内容をまとめた資料、及び過去の

事故等の履歴や対応状況などをまとめた資料など、現在の指定管理の実績が分か

る資料を、次回委員会時に事務局で用意することとした。 

５ 応募法人に対するヒアリングの実施について 

 ・応募法人のプレゼンテーションは 20 分間、委員との質疑応答は 20 分間程度と

する。 

・プレゼンテーションの準備にかかる時間は、説明の 20 分間には含めない。 

６ 次回選定委員会について 

・平成 28 年１月 18 日（月）及び平成 28 年 1 月 25 日（月）に開催する。 
 ・ただし、時間については応募状況により調整を行うこととする。 

審議経過 １ 開会 

 

２ 委員紹介及び事務局紹介 

 

３ 指定管理者の選定及び選定委員会について 

 （事務局から選定委員会の趣旨等を説明） 

 

４ 委員長の選出・委員長職務代理者の指名 

・委員の互選により、委員長に横山委員を選出。 



 ・委員長が、委員長職務代理者に山田秀樹委員を指名。 

 

５ 議題 

（１）会議の公開・非公開について 

 （承認事項） 

・本委員会の「公募要項及び選定方法に関する審議」（議題（３）以降）は非公開

で実施することとした。 

・次回委員会の「応募法人ヒアリング終了後の審議」は、非公開で実施することと

した。 

 

（２）選定スケジュールについて 

 （承認事項） 

 ・選定スケジュールについて、案のとおり承認された。 

 

（３）横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ指定管理者公募要項（案）について 

 （事務局から公募要項（案）の内容について説明） 

 
＜意見・質疑応答等（たまプラーザ関連）＞ 

（委 員）応募書類の「様式２ 事業計画書」中「５（３）地域包括支援センター部

門」の「ア 包括的支援事業」の部分が、各項目５点ずつ配点がされてい

るので、それぞれ個別に評価できるように線を引いて、仕切り線を入れた

方がよい。 
 
（委 員）ケアプラザが機能強化スペースで自主企画事業を行う場合、実施内容に条

件等を設けているのか。 
（事務局）特に条件は設けていないが、地域の課題を踏まえた事業展開を想定してい

る。 
 
（委 員）たまプラーザ地域ケアプラザは今回で２期目の指定管理になるが、区とし

てこれまでの実績を確認できるようにしているのか。 
（事務局）事業実績評価等の実施を通じて、年度ごとに確認を行っている。 
（委 員）機能強化スペースの活用方法についても、１期目がどのように活用されて

きたかが確認できるとよい。 
（委 員）機能強化スペースの稼働率や事業内容などの資料があれば良い。 
（委員長）機能強化スペースがうまく機能していくか、という点が審査のポイントに 

なるので、現在の活用状況などがわかる資料を用意してもらいたい。 
 
（委 員）採点における基準点というのがよく分からない。５点というのは、どうい

う基準でつければよいのか。 
（委員長）「概ね妥当なレベル」と判断できる内容の場合は３点で、それが基準とな

る。 
（委 員）５点は「十分満足できる取り組みである」場合にのみ採点する。 
（事務局）特に利用者代表の各委員については、それぞれが普段活動されている分野

において、応募法人からどのような取組や考え方が示されているか等も踏

まえて採点に臨んでいただきたい。 
点数の最も高い法人が複数ある場合に、指定候補者及び次点候補者をどの

ように決定するか、ご審議いただきたい。 
（委 員）過去に同点というケースはあったのか。 
（事務局）過去にはなかった。 



（委員長）仮に最高点が同点だった場合は、各委員の得点のうち、一番高い委員の得

点と一番低い委員の得点を除いてその合計を算出し、その平均点の高い方

を指定候補者とする、という方法はどうか。 
（各委員）（異議なし） 
 
（委 員）応募書類の「様式２ 事業計画書」に項目ごとの配点は明記しているのか。 
（事務局）公募要項に配点を記載している。 
（委 員）各項目の記載枠は固定しているのか。 
（事務局）とくに制限はしていない。例えば、枠を固定した中で記載することや文字

数も制限することも考えられる。 
（委員長）枠はある程度変更できるようにしておくことで、自由に記載できると良い

のではないか。そうすることで、応募法人が重要視している項目も分かる。 
（委 員）欄外に「記載する枠は変更可能」などというように表記しておけば良いの

では。 
 
（委 員）前期指定管理者の反省点、例えば苦情処理の例などは把握できるのか。で

きたら、別資料でほしい。 
（事務局）過去の選定委員会では、事故等の発生履歴とその対応状況などをまとめた

資料を、選定委員用資料として作成した。 
（委員長）第２回選定委員会で、現行法人が応募した場合については、事務局から現

在の指定管理の状況がわかる資料を提示していただきたい。 
 

（承認事項） 

・公募要項（案）（たまプラーザ）について、以下の点を修正したうえで承認する。 

   ・応募書類「様式２事業計画書」中「５（３）地域包括支援センター部門」の

「ア 包括的支援事業」の各項目欄に仕切り線を追加。 

   ・応募書類「様式２事業計画書」中に「枠の大きさは変更可能」の一文を明記

する。 

 ・選定方法について、案のとおり承認する。 

   ・委員全員の得点から平均点を算出し、点数の高い順に選定する。 

   ・最低基準は、各大項目の合計点数の 60％以上かつ各大項目において 40％以

上の得点を得ていることとする。 

   ・同点時の指定候補者決定方法について、最も高い点数をつけた委員と最も低

い点数をつけた委員の両方の点数を除いた、残りの委員の総得点から平均点

を算出し、点数の高い順に選定する。 

 ・選定にあたり、以下の内容を記載した資料を次回委員会で用意する。 

   ・第１期指定管理期間中の機能強化スペースの活用状況をまとめた資料 

   ・現在の指定管理法人から応募があった場合、過去の事故等の履歴や対応状況

などをまとめた資料 

 

（４）横浜市すすき野地域ケアプラザ指定管理者公募要項（案）について  

（事務局から公募要項（案）の内容について説明） 

 

＜意見・質疑応答（すすき野関連）＞ 
（委 員）このケアプラザには、他のケアプラザにはない特別な機能はあるのか。 
（事務局）特に他のケアプラザと比べて特別に付加された機能はない。面積としては

やや小さめとなっているが、その他は一般的な仕様になっている。 
（委 員）「緑の郷地域包括支援センター」の圏域をそのまま引き継いでいるのか。 
（事務局）その予定である。 



（委 員）公募要項中の「利用者の実費負担について」の部分について、たまプラー

ザ地域ケアプラザは「転貸借契約による使用料」、すすき野地域ケアプラ

ザは「目的外使用許可による目的外使用料」とあるが、どう違うのか。 
（事務局）すすき野地域ケアプラザについては、福祉保健以外の目的で使用する場合

は、横浜市が目的外使用許可をしたうえで、直接横浜市へ「目的外使用料」

を収めてもらうことになる。一方、たまプラーザ地域ケアプラザは、民間

企業がたまプラーザ駅の隣接地に所有するビルの一室を、横浜市が賃借し

て設置しているため、利用者がケアプラザを福祉保健以外の目的で使用す

る場合には、横浜市と利用者が転貸借契約を締結して、横浜市に使用料を

収めてもらっている。 
（委 員）「自治会町内会」は地域支援の団体としてケアプラザを利用できるのか。 
（事務局）ケアプラザの部屋の利用にあたっては、福祉保健団体として活動している

かどうかが一つの基準となっているが、自治会町内会の活動は地域におけ

る福祉保健活動という側面もあるので可能である。 
 

（承認事項） 

・公募要項（案）（すすき野）について、以下の点を修正したうえで承認する。 

   ・応募書類「様式２事業計画書」中「５（３）地域包括支援センター部門」の

「ア 包括的支援事業」の各項目欄に仕切り線を追加。 

   ・応募書類「様式２事業計画書」中に「枠の大きさは変更可能」の一文を明記

する。 

 ・選定方法について、案のとおり承認する。 

   ・委員全員の得点から平均点を算出し、点数の高い順に選定する。 

   ・最低基準は、各大項目の合計点数の 60％以上かつ各大項目において 40％以

上の得点を得ていることとする。 

   ・同点時の指定候補者決定方法について、最も高い点数をつけた委員と最も低

い点数をつけた委員の両方の点数を除いた、残りの委員の総得点から平均点

を算出し、点数の高い順に選定する。 

 

（５）応募法人に対するヒアリングの実施について 

（事務局からヒアリングの実施方法等について説明） 

 
＜意見・質疑応答（ヒアリング実施関係＞ 
（委 員）応募法人のプレゼンテーションは、どういう順番で行うのか。 
（事務局）応募書類の受付順で行う予定である。 
（委 員）プレゼンテーションの時間の管理はどう行うのか。 
（事務局）タイマーを使用して時間管理することを考えている。 
（委 員）ケアプラザは高齢者の事業を中心に行っているが、障害者にも配慮した事

業計画の項目があるといいが。 
（事務局）ケアプラザは高齢者のための施設というだけでなく、子どもや障害者等へ

の各種相談も受けるため、例えば「総合相談」の項目には、「高齢者・子

ども・障害者等の分野の情報提供」についての考えを提案してもらうよう

になっている。事業の展開に対する考え方などは、ヒアリング等で委員か

ら引き出していただきたい部分でもある。 
（委員長）法人によって、事業計画書のボリュームにかなりの差異が生じることが想

定されるが、プレゼンテーションや資料で示された内容が実際の指定管理

業務に伴わない、ということがないように、プレゼンテーションの出来だ

けで決めないように委員としても気をつけたい。 
（委 員）新規施設は、応募が決まってから人の配置を検討することも考えられ、そ



ういう意味では人材育成の考え方も重要。 
（事務局）人材育成の項目のほか、介護保険制度の改正を控える中で重要となる項目

もたくさんあると考えている。 
（委員長）そういう点については、委員から引き出す形がよい。 
（委 員）既存施設のプレゼンテーションは、前期の指定管理法人からは指定管理期

間中の実績などの説明を聞くことができるが、新規施設のプレゼンテーシ

ョンは、本部が説明することが想定される。 
（委員長）応募法人が新規の場合は、法人の紹介に時間が割かれる傾向がある。公募

要項にも記載しているが、プレゼンテーションは「事業計画書の内容に沿

った形で」行っていただくこととし、我々委員が事業計画書の内容がしっ

かり聞けるよう、プレゼンテーションの時間も確保したい。ただ、30 分

では少し長い印象があるので、20 分程度でプレゼンテーションしていた

だくということではどうか。 
（委 員）質疑応答については、法人の説明で聞けなかった部分を質問することも考

えられるので、20 分程度あるのが妥当なところではないか。 
（委員長）これまでの審議を踏まえ、プレゼンテーションは 20 分間、質疑応答は 20

分間程度ということとしたいが、どうか。 
（各委員）（異議なし） 
（委員長）プレゼンテーションの準備をする時間、及び挨拶の時間をプレゼンテーシ

ョンの時間に含めるかどうか、確認したい。 
（委 員）プロジェクターを使う場合、一方で挨拶をし、一方で準備するという方法

も考えられる。 
（事務局）準備の時間はプレゼンテーションの時間に含まない、ということも可能で

ある。 
（委員長）それでは、各法人のプレゼンテーションの時間を確実に確保するという点

で、準備や挨拶の時間はプレゼンテーションの時間に入れないこととした

いが、どうか。 
（各委員）（異議なし） 
 
（承認事項） 
・応募法人のヒアリングの実施方法について、次のとおりとする。 

   ・応募法人からのプレゼンテーションの時間は 20 分、委員からの質疑応答は

20 分程度とする。 
   ・プレゼンテーションの準備にかかる時間は、上記の 20 分には含めない。 

 

（６）次回の選定委員会について 

（承認事項） 
・次回選定委員会は、平成 28 年 1 月 18 日（月）及び平成 28 年 1 月 25 日（月）

に開催する。 
 ・ただし、時間については応募状況により調整を行うこととする。 

 

（７）その他 

 

６ 閉会 
 

 


