
第 1 回横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ 

指定管理者選定評価委員会 

 

次   第 
 

日時：平成 27 年 4 月 21 日（火） 

13 時 30 分から 15 時 30 分まで 

              場所：横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ 会議室 

                        

 

 

１ 開会 

 

２ 各委員・事務局職員の紹介 

 

３ 委員長及び委員長職務代理者の選出について 

 

４ 議題 

（１）選定スケジュール 

（２）施設概要について   

（３）公募要項等について  

（４）選定方法と審査基準について   

 

 

５ 閉会 

 

 

 

＜資料＞ 

資料１ 委員名簿 

資料２ 横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆの指定管理者の選定等に関する要綱 

 資料３ 横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ指定管理者選定委員会運営要綱 

資料４ 横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ指定管理者選定スケジュール 

 資料５ 横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆの概要について（現在の指定管理料） 

  



平成27年4月21日

（敬称略）

団体名（役職名） 委員名

中小企業診断士・宅地建物取引主任者
（コンサルティングオフィス　U&K） 上野　可南子

横浜市鶴見区老人クラブ連合会会長 烏田　次雄

さわやかスポーツ研究所代表 坂田　公一

横浜商科大学商学部観光マネジメント学科長 佐々　　徹

横浜市保健活動推進員会鶴見区副会長 増子　眞智子

所属等 団体名（役職名）

高齢健康福祉部長 細川　哲志

高齢健康福祉部高齢健康福祉課長 松浦　淳

高齢健康福祉部高齢健康福祉課生きがい係長 大渕　拓也

高齢健康福祉部高齢健康福祉課 高尾　葉子

高齢健康福祉部高齢健康福祉課 酒井　拓水

横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ
指定管理者選定評価委員会委員　委員名簿（50音順）

事務局（横浜市健康福祉局）名簿

資 料 １



横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆの指定管理者の候補者の選定等に関する要綱 

 

制定 平成 27 年３月 24 日 健高健第 1083 号（局長決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市高齢者保養研修施設条例（平成 8年 3月条例第 11 号。以

下「条例」という。）第 6 条に規定する横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆの指定

候補者（指定管理者の候補者をいう。以下同じ。）の選定（以下「選定」という。）

を適正に実施するための手続等を定める。 

２ 選定は、公平性及び透明性を確保して実施しなければならない。 

（選定） 

第２条 選定は、応募の期間を定めた公募により実施する。 

２ 前項の公募を行った結果、応募の期間内に資格を満たす応募者がなかった場合に

は、公募要項の再検討等を実施した上で再公募を行うものとする。 

３ 前項の再公募によっても資格を満たす応募者がなかった場合には、市長は非公募

により選定を行うことができる。 

４ 市長は、条例第 13 条第 1項に規定する横浜市高齢者保養研修施設指定管理者選定

評価委員会（以下「委員会」という。）の意見を尊重して選定を行わなければなら

ない。 

５ ２団体以上の応募があった場合には、市長は、委員会の意見を尊重して次点候補

者（指定候補者を指定管理者として指定できない事情がある場合において、当該指

定できない候補者に代わって指定候補者となるべき者をいう。以下同じ。）の決定

を行わなければならない。 

（選定基準） 

第３条 選定は、別に定める選定基準に基づき実施する。 

２ 選定基準は、条例に定められた施設の設置目的を最も効果的に達成することがで

きるよう定める。 

３ 市長は、前項の選定基準については、委員会の意見を尊重して定めなければなら

ない。 

（申請書等） 

第４条 指定管理者の指定を受けようとする者は、あらかじめ市長が定める期日まで

に、横浜市高齢者保養研修条例施行規則（平成 8 年 7 月横浜市規則第 64 号）及び

別に公募要項に定める提出書類を、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、必要に応じて、前項の規定により提出を受けた書類の一部又は全部を委

員会に提供する。 

（選定の公表及び報告） 

第５条 市長は、選定（次点候補者の決定を含む。）をしたときは、速やかに当該結果

を応募団体に通知するとともに、その結果を公表する。 



（指定管理者の指定に係る手続） 

第６条 市長は、指定管理者の指定に係る議案が議会において議決されたときは、速

やかに指定候補者に対して指定の通知を行うとともに、条例第7条の規定に基づき、

公告を行うものとする。 

２ 指定管理者に指定された者と市長は、指定管理業務に関する協定を締結する。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 27 年３月 24 日から施行する。 

（要綱の廃止） 

２横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆの指定管理者の選定等に関する要綱（平成 22

年 2 月 22 日健高健第 1117 号）は廃止する。 



横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ指定管理者選定評価委員会運営要綱 

 

制定 平成 24 年３月 23 日 健高健第 1207 号（局長決裁） 

最近改正 平成 26 年 9 月 18 日 健高健第 626 号（局長決裁） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市高齢者保養研修施設条例（平成８年３月横浜市条例第 11

号）第 13 条第３項の規定に基づき、横浜市高齢者保養研修施設指定管理者選定評

価委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

 

 （担任事務） 

第２条 委員会は、横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆの指定候補者（指定管理者の

候補者をいう。以下同じ。）の選定（以下「選定」という。）、指定管理者による横

浜市高齢者保養研修施設ふれーゆの管理の業務に係る評価（以下「評価」という。）

等に関し、次の事項について調査審議し、市長に意見を述べる。 

(1) 選定手続の細目 

(2) 選定基準 

(3) 公募要項 

(4) 選定及び次点候補者（指定候補者を指定管理者として指定できない事情がある

場合において、当該指定できない候補者に代わって指定候補者となるべき者をい

う。以下同じ。）の決定 

(5) 評価基準 

(6) 評価の決定 

(7) 指定管理者の指定の取消し 

(8) その他市長が選定、評価等について必要と認める事項 

 

 （委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 施設経営の実務に詳しい者 

(2) 高齢者の健康づくりに詳しい者 

(3) 学識経験者 

(4) その他市長が必要と認める者 

２ 委員に、委員としてふさわしくない非行事由があったと市長が認める場合は、市

長はその職を解くものとする。 

３ 委員の氏名及び役職等は公募要項等に掲載する。 

 

 （委員の責務） 

第４条 委員は、第２条に定める職務を常に公正、公平に行わなければならない。 

２ 委員は、直接間接を問わず、応募団体及び応募することが見込まれる団体の関係

者と、選定に関して接触してはならない。 

３ 前項の接触が判明したときは、委員会は委員が接触した団体を選考対象外とする。 

４ 委員は、委員会を通じて知り得た情報をその職を退いた後も洩らしてはならない。



ただし、横浜市又は委員会が公表した情報については、この限りではない。 

５ 前項の規定は、委員会に出席した者（委員及び会議が公開されている場合におけ

る傍聴者を除く。）について準用する。 

 

 （委員の任期） 

第５条 委員の任期は、5年とする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、

任期を別に定めることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

３ 委員は再任されることができる。 

４ 委員は任期の途中であっても、市長に申し出ることで、辞退することができる 

 

 （委員長） 

第６条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名

する委員がその職務を代理する。 

 

 （議事） 

第７条 委員会の会議は委員長が招集する。ただし、委員の任期が満了した後第６条

第１項の規定により委員長を定めるまでの間は、市長が招集する。 

２ 委員長は、委員会の会議の議長となる。 

３ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

４ 委員会の会議の議事は、出席した委員（議長を除く。）の過半数で決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

５ 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてそ

の意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。 

 

 （作業部会） 

第８条 委員会は、必要があると認める場合には、作業部会を置くことができる。 

 

 （会議の公開） 

第９条 委員会の会議は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年 2

月横浜市条例第１号）第 31 条の規定に基づき、公開するものとする。ただし、同

条ただし書に該当する場合は、委員会の決定により非公開とすることができる。 

 

 （報告） 

第 10 条 委員会は、選定（次点候補者の決定を含む。）、評価の決定等を行ったとき

は、速やかに当該結果を市長に報告する。 

 

 （庶務） 

第 11 条 委員会の庶務は、健康福祉局高齢健康福祉課において行う。 



 

 （委任） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

 （要綱の廃止） 

２ 横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ指定管理者選定委員会運営要綱（平成 22 年

２月 22 日健高健第 1117 号）は廃止する。 

 （経過措置） 

３ この要綱の施行後最初に開催する委員会は、第７条第１項本文の規定にかかわら

ず、市長が招集する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 26 年 9 月 18 日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行日より前の委員の任期については、なお従前の例による 

 

 

 



4月21日

5月11日
～7月10日

7月9日･10日

9月8日

12月

2月

公募要項　公表

第３回委員会
第２次審査（プレゼンテーション）

第２回委員会
第１次審査（書類審査）

9月下旬

選定結果の報告受理

指定管理者の指定（市会議決）

指定管理の基本協定締結

選定結果の報告 選定結果の受理

第１回委員会
公募要項について審議

公募要項受理

施設の視察

8月4日

応募書類提出 応募書類受理

第１次審査結果受理

◆　横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ　指定管理者選定スケジュール◆

【指定管理者選定委員会】 【応募者】 【事務局】

5月27日 応募説明会・現地見学会

5月27日～6月10日 公募に関する質問受付
6月24日(予定） 公募に関する質問回答

資料４



横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆの概要について 

１ 設置目的  

保養、研修等の場及び機会を提供することにより、高齢者の健康を増進し、社会参加を促進すると

ともに、高齢者その他の市民相互の交流を図り、もって高齢者の福祉の向上に寄与すること  

 

２ 所在地  

横浜市鶴見区末広町1丁目15番地の２（工業専用地域） 

 

３ 開館年月日  

平成８年７月10日  

 

４ 施設規模 

敷地面積 約17,215㎡ 延べ床面積 7,630㎡ 建築面積 4,192㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造)３階建  

 

５ 施設内容  

温水プール（25m×４、流水プール、子供プール、クアプール、ジャグジー） 

大浴場（全身浴、つぼ湯、寝湯、ぬる湯、低温サウナ） 

展示温室、多目的室、大広間、軽食喫茶室、駐車場 ほか  

 

６ 開館時間等  

(1) 開館時間  

ア ４月～９月   午前９時から午後９時まで 

イ 10月～翌３月  午前10時から午後８時まで（現行:午前9時から午後８時まで） 

※ ただし市長が必要であると認める場合は変更することができます。  

(2) 休館日  

年末年始(12月 30日から１月６日まで)、施設点検日及び資源循環局鶴見工場施設点検日  

（現行：12月 30日から１月２日まで） 

 

７ 利用料金 

種別 単位  高齢者 大人 子供 

プール １人２時間 
個人 500円 800円 300円 
団体 400円 700円 200円 

大浴場 １人１回 
個人 500円 800円 300円 
団体 400円 700円 200円 

セット プール・大浴場 個人・団体 800円 1,400円 400円 
更衣室ロッカー １回 大型200円、小型100円 

駐車場 １台、１時間 大型車600円、その他200円 
 

８ 利用実績 

年度 
利用者数 利用区分別内訳 

プール 大浴場 合計 高齢者 大人 子供 高齢障害者 障害者 障害児 

23 年度 169,199 91,278 260,477 66,159 88,205 86,011 10,818 4,566 4,718

24 年度 181,594 91,813 273,407 68,130 93,432 90,829 11,652 5,147 4,217

25 年度 159,612 76,523 236,135 54918 81889 80,976 10,346 4,224 3,782

 ※ 24年度から25年度にかけ利用者数が減ったのは、4月・7月の鶴見工場の休止に伴う休業及び、

11月の浴室休止・3月のプール休業が原因です。 

 

９ その他 

・隣接する横浜市資源循環局鶴見工場からの余熱及び発電電力を利用して運営されています。 

・現在の指定管理料について（別紙参照「平成25年度収支決算書」） 

資 料 ５ 
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