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第２回 保土ケ谷区こどもログハウス指定管理者選定委員会 議事録 

 

日 時：平成１７年１１月２５日（金） １０時～１１時３０分 

場 所：保土ケ谷区役所２０１会議室 

出席者：今井委員長、井上委員、海老沼委員、大本委員、小島委員 

欠席者：なし 

事務局：青木事務局長、丸山、小山 

傍聴者：無（非公開審議） 

 

次 第 

 

１ 事務局あいさつ 

 

２ 委員紹介および定足数の確認 

  委員５名中、５名全員が出席 

    【出席委員】今井委員長、井上委員、海老沼委員、大本委員、小島委員 

    【欠席委員】無 

  横浜市保土ケ谷区こどもログハウス指定管理者選定委員会要綱第６条第２項の規定を充たしてお

り本委員会は成立 

 

 ※ 横浜市保土ケ谷区こどもログハウス指定管理者選定委員会要綱第６条第２項 

   「委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。」 

 

３ 議 事 

（１） 第１回選定委員会議事録について 

    事務局より、第１回選定委員会議事録の内容について説明をした結果、議事録の内容につ

いて承認された。 

（２） 応募結果について 

    応募団体 （１団体）  保土ケ谷区区民利用施設協会 

（３） 第２回選定委員会のスケジュールについて 

    事務局より、第２回選定委員会のスケジュールについて説明をした結果、内容について承

認された。 

（４） 審査方法について 

    事務局より、書類審査、面接審査、採点方法について説明した結果、内容について承認さ

れた。 

（５） 財務分析結果について 

海老沼委員より、応募団体の財務分析結果について説明をしていただいた。 

 

  【団体名】 保土ケ谷区区民利用施設協会 

   ［財務内容について］ 
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    以下の内容について説明をしていただいた。 

 

     ① 所得金額－いずれも法人税非課税、法人市・県民税非課税 

  平成 10 年４月～11 年３月 △３，６１７千円 

     平成 11 年４月～12 年３月   △６９４千円 

     平成 12 年４月～13 年３月   △１４８千円 

    ② 消費税                課税標準額           納税額 

     平成 14 年４月～15 年３月   ２２４，８８３千円  ５，４２８千円 

     平成 15 年４月～16 年３月  ２２１，２２８千円  ５，２５３千円 

     平成 16 年４月～17 年３月   ２１４，６１６千円    ５，１７８千円 

③ 正味財産        一般会計         特別会計            合計 

       平成 15 年３月末  ２，６７０千円  ８，９９０千円  １１，６６０千円 

     平成 16 年３月末     ５４５千円  ９，３５７千円     ９，９０２千円 

     平成 17 年３月末    ２，３８６千円  ７，５７３千円     ９，９５９千円 

④ 貸借対照表      現預金      未払金       差引正味財産 適正運転資金 

       平成 15 年３月末  33,443 千円  21,782 千円  11,601 千円  18,704 千円 

     平成 16 年３月末  33,139 千円  23,236 千円     9,902 千円    18,436 千円 

     平成 17 年３月末   27,491 千円   17,532 千円     9,959 千円  17,885 千円 

⑤ 事業収支計算書      収入     支出     収支差額 

       平成 15 年４月～16 年３月  234,960 千円 234,414 千円  546 千円  

       平成 16 年４月～17 年３月  226,363 千円 223,977 千円 2,386 千円 

     平成 17 年４月～18 年３月  233,420 千円 233,420 千円   0 千円 

                   人件費    月額     適正運転資金 

     平成 15 年４月～16 年３月  139,761 千円  11,647 千円  19,580 千円  

       平成 16 年４月～17 年３月  137,626 千円  11,469 千円   18,864 千円 

     平成 17 年４月～18 年３月  147,687 千円  12,307 千円  19,452 千円 

⑥ 特別会計         収入     支出     差引 

     平成 15 年４月～16 年３月  12,024 千円  2,667 千円  9,357 千円 

     平成 16 年４月～17 年３月  12,751 千円  5,178 千円  7,573 千円 

     平成 17 年４月～18 年３月   8,924 千円  3,194 千円  5,730 千円 

 

   ［財務分析結果について］ 

    今回募集するこどもログハウスの委託料の規模は６９４万円である。当該団体の年間事業

規模である２３０，０００千円に占める割合は３％であり、委託先としては充分な業者であ

る。 

    全般的に見て経営は安定している。 

 

   ［事務局から特別会計について補足説明］ 

地区センターでは、区からの委託料の他に、任意の寄附として「運営協力費」を募ってい 

る。部屋の大小に関わらず、１回２００円である。市民局が作成した地区センターマニュア 

ルでは、委託料を管理する一般会計と切り離し、特別会計を設けて処理するように指示され
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ている。 

また、同マニュアルでは、運営協力費の使途を利用者への還元のためとして定めており、

各館では、地区センターまつりや周年事業の資金として活用している。繰り越しについては、

資金充当する事業の大小にもよるが、高額にならないよう指導している。 

地区センター４館については、すでに７月から利用料金制度に移行したため、運営協力費

を廃止としている。スポーツ会館１館については、現在も運営協力費の適用がある。 

 

４ 面接審査 

保土ケ谷区区民利用施設協会 面接審査 

 １ 応募団体発表内容 

    ● 管理運営に関する基本方針 

        ・ 設置理念「こども同士の遊びを通じ、青少年の健全育成を育むことのできる場」 

     ・ 放課後の児童が安心して過ごすための平等利用。 

     ・ 地域行事（運動会等）や学校行事（遠足等）、子育て世代の自主活動の場としての

活用。 

    ● 区の特徴・区政運営方針等の理解と運営方針への反映 

     ・ 「子育て・青少年健全育成への支援の場」として位置付ける。 

     ・ 放課後児童の心地よい居場所づくり 

     ・ ジュニアリーダーを活用したプレイリーダーの養成 他 

● 地域及び利用者ニーズの把握と運営への反映について 

     ・ 保護者及び運営委員会並びに地域在住者から採用するスタッフからのニーズの把握 

     ・ 利用者からのアンケート（提案箱の設置を検討） 

     ・ 集約したニーズ及びその後の対応状況を便りやホームページで公表 

● 利用者へのサービス提供に対する考え方 

     ・ すべての利用者への公平なサービス提供 

     ・ 利用者の立場に立ったサービス提供及び情報提供 

     ・ 苦情対応－スタッフ間の「連絡ノート」を活用 

● 管理経費に関する考え方 

     ・ 機械警備費等の見直し（従来、夜間巡回を行っていたが、廃止とする。） 

     ・ 清掃業務委託費の見直し 

     ・ 通信費の節約 他 

● 研修計画 

     ・ 採用時接遇研修／新任スタッフ研修（青少年育成センター主催） 

     ・  勤務作業マニュアルに基づく採用時実務研修 他 

    ● 個人情報 

     ・ 受付簿については取扱いに注意し、保管は鍵のついた書庫で行い、１年間経過した

ものは、シュレッダーにかけて廃棄 

     ・ 緊急時の連絡と横浜市へ提出する統計資料以外には使用しない 

・ ホームページに写真を載せる時は本人の了解をとる 

● 緊急時対応 

・ 災害時マニュアルを作成。 
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・ 年１回災害時等の避難訓練を、地元の西谷消防署の協力で行う 

・ 子どもたちに安心して施設を利用してもらうために、施設賠償責任保険及び傷害保 

険に加入 

● 自主事業 

・ ３つの基本方針に基づき自主事業を設定する。 

① 子どもたちが主体的に事業に参加し、仲間と遊ぶ楽しさを体験する。 

② 遊びをとおして、他の人格を認め、やさしさが育まれるようにする。 

③ 子育てに関する情報交換の場となるようにする。 

・ 内容や対象者別に事業をいくつかのジャンルにわけて設定する 

① 学校が休みの第二土曜日に開催する「プレイデー」 

② 第三土曜日に地域の皆様の応援をいただいて開催する「カブトムシ飼育教室」 

 「交通安全教室」「折り紙教室」「子ども企画事業」「音楽と手話教室」 

③ 第四土曜日開催の「窓におえかき」 

④ 第三火曜日開催の「ちびっこタイム」 

⑤ スペシャルイベントとして「けやきまつり」「こどもの日 大道芸クラウンと遊 

ぼう」 

 

   ２ 質疑応答 

Ｑ：夜間巡回を廃止したいとの提案だが、どういうことか？ 

Ａ：警備はできた方が良いと思うが、市全体の予算編成上、やむを得ない。だいぶ前に、

ガラスが割られるなどしたことがあったが、近年は、そのような事例がなくなってきて

いる。 

Ｑ：先日、施設を視察したところ、地下の部屋が大変狭く感じられた。子ども達に何かが

あった時に、対応が難しくないか？ 

Ａ：施設をご覧いただいた日の前日は、年に一度のログハウスの祭り（けやき祭り）の開

催日で、地下の迷路に飾り等をつけた。翌日以降も、祭りに参加できなかった子ども達

のために、そのままにしておいた。なお、祭りの当日は、人数制限をするなどの措置を

講じ、安全管理に努めている。平成１３年度からは、地下迷路での怪我は、皆無である。 

Ｑ：地下の天井の高さも低く、子どもでも立って歩けないのではないか？ 

Ａ：小学生位までを対象としているため、あまり高いとおもしろくないと思う。 

Ｑ：特別会計とはどういうことか。 

  地区センター等では任意の寄付で運営協力費をいただいており、それを特別会計で処

理しているが、ログハウスでは、運営協力費はいただいていない。 

    Ｑ：受付簿は１年保管とのことだが、保管はどのようにしているか？ 

    Ａ：２、３か月間はログハウスで鍵のかかる引き出しに保管し、その後は、事務局で保管

している。 

 

５ 講 評 

■ 保土ケ谷区区民利用施設協会 

  地区センターやコミュニティハウスなどの受託管理者として豊富な実績とノウハウがあり、

利用者の利便性に配慮した事業計画が示された。自主事業については、興味を喚起する独創的
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かつ魅力的なもの、意匠を凝らしたものが豊富に計画されており、現在でも多くの参加者に好評を

博している実績に対して一定の評価が得られた。全体的にみて、子どもの遊戯施設の役割を十分

配慮した内容と認められた。 

他と比較して小規模な施設であり、人件費の配分が多い管理運営経費であるため、目立った経費

縮減提案はされなかったが、コンパクトでバランスのとれた事業計画となっている。 

これまでの経験と実績に基づいた施設運営をとおして、サービスの質の確保・維持の点から見ると

指定管理者の候補としてふさわしいと判断した。 

 

６ 審 議 

  各委員の集計結果を確認し、委員長より最終確認を行った。 

 

委員長：集計結果に基づき、優先交渉権者を１団体選定しますが、今回は応募団体が１団体の

みであるため、採点結果を見て、当該応募団体が優先交渉権者にふさわしいかどうか委

員のみなさんに判断していただくこととします。 

それでは、採点結果を発表させていただきます。保土ケ谷区区民利用施設協会 ８８

３点。このような結果となりました。  

当該団体は、各得点数が満点（１，０００点）の８０％を超えており、書類審査、面

接審査全体をとおして審査した結果、指定管理者の優先交渉権者として選定するにふさ

わしい団体であると思われますが、委員の皆様何かご意見はありますでしょうか。 

      ご意見等がなければ、保土ケ谷区区民利用施設協会を、川島町公園こどもログハウス

の指定管理者の優先交渉権者として選定したいと思いますがよろしいでしょうか。 

委 員：異議なし。 

  委員長：それでは、満場一致で、保土ケ谷区区民利用施設協会を、川島町公園こどもログハウ

スの指定管理者の優先交渉権者として選定します。 

         本日の選定結果は、選定委員会から区長に報告後、平成１８年２月の市会で議決され

正式に決定します。 

     

（審議結果） 

 上記の審議結果に基づき、川島町公園こどもログハウスの指定管理者の優先交渉権者を選定した。 

 

 

 

 


