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１ 経緯 

  横浜市旭スポーツセンターの第２期指定管理者の選定にあたり、横浜市旭スポーツセン

ター指定管理者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）は、応募者から提出された応

募書類の内容審査や公開プレゼンテーションを行いました。 
  このたび、審査が終了し、指定候補者を選定いたしましたので、ここに選定結果を報告

します。 
 
 
２ 選定委員会 委員（50音順） 

委員長 坂 田 公 一  (財)日本体育施設協会（スポーツ施設研究所 主任専門委員） 

委員  大 野   功  旭区青少年指導員連絡協議会会長 
佐々木 明男  旭区連合自治会町内会連絡協議会会長 

西 野 公 晴  中小企業診断士 
南    勇  旭区体育指導委員連絡協議会会長 

 
 
３ 指定候補者 選定の経過 

経過項目 日程 

◆第１回選定委員会（傍聴者１名） 

１ 委員長の選出 

 ２ 選定スケジュールについて 

 ３ 横浜市旭スポーツセンター 第２期指定管理者公募書

類の決定 

平成 22 年６月 10 日（木） 

公募書類の配布（ホームページにて公表） 平成 22 年６月 23 日（水） 

～７月 29 日（木）

現地見学会兼公募説明会（参加必須） 

※申込は、平成 22 年７月２日（金）14 時まで 

（申込 10 団体、17 名） 

平成 22 年７月６日（火） 

完成図書の閲覧（10 団体） 平成 22 年７月６日（火） 

公募に関する質問受付（４団体、13 問） 平成 22 年７月８日（木） 

～７月 14 日（水）

公募に関する質問回答 平成 22 年７月 23 日（金） 

応募書類の提出（４団体） 平成 22 年７月 30 日（金） 

・ ８月３日（火）

◆第２回選定委員会 

１ 公開プレゼンテーション（傍聴者２名） 

２ 第２次審査 

平成 22 年８月 31 日（火） 

 

◆は選定委員会 
 
 
４ 選定にあたっての考え方 

  選定委員会では、「横浜市旭スポーツセンター 第２期指定管理者 公募要項」（以下、

「公募要項」という。）においてあらかじめ定めた「指定管理者選定の評価基準」に従って、

応募者から提出された応募書類を審査し、指定候補者を選定しました。 

  選定にあたっては、応募者が５団体未満であったため、第１次審査は実施せず、第２次

審査で応募書類の内容審査及び公開プレゼンテーション（発表及び質疑）を行いました。 
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  なお、評価は、各委員が 100 点満点で採点した上で、平均点を取って委員会としての点

数としました。また、その他特記加点・減点事項の加減５点をもって評価に加える事がで

きることとしました。 

 
 
（１）安定的な経営姿勢・運営実施体制について １５点 

  ア 本市の行政課題及び施策を踏まえた当該施設管理の基本方針について、示してくだ

さい。 

イ 基本方針を踏まえた当該施設分野等の目標及び実施策を示してください。 

ウ 天災等の発生後も安定的な施設の管理運営を行うことが可能な経営体制、経営体力、

適正な経営の情報開示（透明性）、類似施設の管理実績について示してください。 

 

（２）施設の平等・公平な利用の確保について ５点 

   誰もが平等・公平に利用できる仕組みづくりと、また、障害児者や高齢者などへの配

慮についても示してください。 

 

（３）コンプライアンスについて ５点 

   指定管理者として要求される個人情報保護、情報公開、行政手続等の法令の遵守体制

について示してください。 

 

（４）施設の効用の最大限発揮について ３０点 

  ア 利用者の利便性向上のための新たな取組を実践・実行できる体制について 

示してください。 

  イ 実現可能な広報・利用促進策について示してください。 

  ウ スポーツ教室等の事業計画について示してください。 

  エ 貸切、個人の利用者に対しての支援策を示してください。 

  オ 具体的な自主事業計画を示してください。 

  カ 安全かつ効率的に業務を履行できる体制について示してください。 

 

（５）管理運営経費について １５点 

  ア コスト管理計画において中長期計画や実施・改善計画について示してください。 

  イ 事業収支計画の根拠資料等を詳細に示してください。 

  ウ 業務委託内容及び金額、事業者選定方法の計画について示してください。 

 

（６）施設管理について ５点 

 施設の点検及び修繕計画・その予算と清掃、外構植栽の管理や地球温暖化対策等につ

いて示してください。 

 

（７）安全管理について １０点 

  ア 安全・安心に利用できるような通常・緊急・救急体制について示してください。 

  イ 緊急時に即応した事業体全体の危機管理組織体制（補償体制等）について示してく

ださい。 

 

（８）地域交流について １０点 

  ア 地域におけるスポーツ振興事業の取組について示してください。 

  イ 地域貢献に対する取組について示してください。 

 



（９）モニタリングについて ５点 

   事業の評価を実行するとともに、ＰＤＣＡマネジメント等の事業改善策について示し

てください。 

 

 

５ 応募者の制限の確認 

  公募要項に定める「応募者の資格」「欠格事項」「応募者の失格」について、該当のない

ことを確認しました。 
 

【公募要項 14 ページ ６ 応募に関する事項】 

（１）応募者の資格 

法人その他の団体、または複数の法人等が共同する共同事業体（以下「団体」という。）で、    

個人は認めません。 

 

（２）欠格事項 

次に該当する団体は、応募することができません。 

ア 法人税、法人市民税、消費税、地方消費税等の租税又は労働保険料を滞納していること 

イ 会社更生法・民事再生法による更生・再生手続中であること 

ウ 指定管理者の責に帰すべき事由により、２年以内に指定の取消を受けたものであること 

エ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定により、本市における入札参加を制限されている

こと 

オ 選定委員が、応募しようとする団体の経営または運営に直接関与していること 

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員の統制下にある団体であること 

キ ２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていること（仮に受けている場合には、

必要な措置の実施について労働基準監督署に報告済みでないこと） 

ク 本施設を、指定期間に渡り、安定的に管理することの可能な、ノウハウ・実施体制・管

理運営に不可欠な資格等や、経営基盤等が確保されていないこと 

  ケ 現在、役員に破産者又は禁固以上の刑に処されている者がいること 

 

 

【公募要項 18 ページ ６ 応募に関する事項（５）留意事項】 

イ 応募者の失格 

  応募者が次の事項に該当した場合は、失格とします。 

（ア）公募要項に定める手続を遵守しない場合 

（イ）公募書類に虚偽の内容を故意に記載した場合 
（ウ）現地見学会兼公募説明会へ参加していない場合 

 

 

６ 応募団体 

  ４団体から応募がありました。 
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７ 選定結果 

  選定委員会において厳正な審査を行った結果、次の団体を指定候補者、次点候補者と決

定しました。 

 

順位 団体名 

指定候補者 財団法人横浜市体育協会 

次点候補者 住友不動産エスフォルタ株式会社 

 

 

８ 得点（平均点） 

 選定の評価基準 配点 指定候補者 次点候補者 

（１） 
安定的な経営姿勢・運営実施体

制について 
15 点 11.4 10.4 

（２） 
施設の平等・公平な利用の確保

について 
5 点 3.4 3.6 

（３） コンプライアンスについて 5 点 3.8 3.8 

（４） 
施設の効用の最大限発揮につ

いて 
30 点 23.2 22.2 

（５） 管理運営経費について 15 点 10.8 10.6 

（６） 施設管理について 5 点 3.8 3.4 

（７） 安全管理について 10 点 7.4 7.6 

（８） 地域交流について 10 点 8.0 6.8 

（９） モニタリングについて 5 点 3.6 3.8 

合計  100 点  75.4 72.2 

 

 選定の評価基準 配点 指定候補者 次点候補者 

 特記内容について 
-5～5

点 
0.4 0.8 

合計  75.8 73.0 

 

 

９ 審査講評 

スポーツセンターは地域のスポーツ活動の拠点であり、旭区の地域特性・利用者ニーズ

を把握し、また、施設の設置目的や横浜市及び旭区が策定する各種計画・方針に基づいた

施設運営が必要となる。この度、第２期指定管理者に応募した全ての団体について、よく

調査がなされ、積極的な提案が目立っていた。 

特に指定候補者及び次点候補者となった団体については、地域の状況を的確に分析・把



握し、ニーズに即したスポーツ教室や自主事業による収入確保の提案があった。また施設

の維持管理についても、計画的な修繕・保全、省エネルギー化によるコスト削減、安全面

にも十分配慮した運営計画を提案しており、創意・工夫を感じるものであった。 

審査結果としては、財団法人横浜市体育協会を１位とする委員が３名、住友不動産エス

フォルタ株式会社を１位とする委員が２名であり、得点も非常に僅差で、前者を指定候補

者とした。 

 

 

 
（１）指定候補者（財団法人横浜市体育協会） 

現指定管理者としての実績に基づき、行政課題に対して、各項目で満遍なく提案がな

されている。第２期指定管理者に応募するにあたり、横浜市スポーツ医科学センターや

旭福祉保健センターと連携した事業展開を新たに提案しており、より地域に密着した施

設運営が期待できる。 
旭区の地域特性を考慮し、指定運動療法施設として認定を受ける計画があり、より高

度な施設運営を行うことで利用者へのサービスを向上させ、また、地域の他施設に職員

を派遣しての事業や関係団体と協力した事業計画など、積極的な提案が評価できる。 
課題として、現指定管理者としてこれまで施設の管理運営を行ううえで発生した問題

について、地域との連携や、事前に予防する措置をとるなどの対応が今まで以上に必要

と思われる。また、維持管理に関する業務については、委託先の選定方法の見直しなど

でさらなるコスト削減に努めてほしい。 
多くの提案がなされているが、提案されたことを確実に実施し、また、区としても実

施状況を確認していくことが必要と考えられる。 
 

    
（２）次点候補者（住友不動産エスフォルタ株式会社） 

行政課題に対して、満遍なく提案がなされており、スポーツセンター周辺地域の分析

をしたうえで、しっかりとした目標が設定されていた。 

スポーツ教室及び自主事業については、現状をよく把握した提案であり、地域貢献と

いう部分でも評価できる。設備に関してもトレーニングマシンの更新、新たなトレーニ

ング備品の設置及び冷風扇の設置など利用者サービス向上に向けた提案や、屋上緑化、

省エネルギー照明への交換及びトイレの節水装置導入などによる管理コストの削減の提

案が盛り込まれており、積極的な内容で好感がもてた。その反面、多くの経費がかかる

設備面の提案は、費用対効果で不安を感じる部分もあった。 

企業としては、毎日出勤時にダミー人形を使用した救急救命訓練の実施や、休館日の

施設の安全点検、AED の計画的な設置、救急車の到着場所の確保など、徹底した安全管理

対策を実施し、利用者の安全に対して高い意識を持った経営を行っており、指定管理者

となった場合、利用者が安心できる施設運営が期待できる。 

近隣の人口分布など緻密な調査と分析に基づいた提案ではあったが、旭区に特化した

内容となっていないところも見受けられ、具体性に欠けているところを感じたが、提案

そのものは積極的で評価できるため、次の応募に向けては十分期待できるものであった。 

 

 




