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事業計画書表紙

港北公会堂指定管理者事業計画書

申込年月日 平成 25 年 7 月 31 日

団体名 |株式会社シグマコミュニケーションズ

代表者名 代表取締役社長鈴木幸Ij雄 設立年月日 1986年 4月 l日

団体所在地 I:東京都品川区西五反田 7-19-1

電話番号| 一一一一一一一一一 I FAX番号

f合

1962年

1986年

1
1992年

草
2004年3月

2004年日月

2005年

(株)東通設立 (東京放送・制作技術部の外部制作会社として設立)

(株)シグマ東通設立(放送技術とイベント制作部門を束通より分離独立)

資本金 2，000万円

(株)シグマコミュニケーションズに社名変更

(株)マイスターエンジニアリングと資本提携

資本金 1億円に増資

産業分類「芸術施設の運営」において IS09001認証取得

2012年 プライバシーマーク (pマーク)取得

1. 指定管理者・ PF I推進事業 ホール・劇場舞台・会議室管理運活、イベント企画、

ソリューション等の社内総合力で高品質の施設運営管理サービスを提供し、地域に

根ざした運営を実施しています。

2. ホール・会議室運営管理業務…受付・舞台・音響・照明・映像などのコンサルティ

ングから管理運営・技術提供・保守点検、日常清掃、利用相談や催事支援まで、一

貫した運営管理業務を行っています。

3. イベント企画・制作事業川展示会・式展・学会・セミナーなど、全国各地での多種。I I 多様な催事の企画や制作から実施運営までを行っています。

業務内容 I4. 人材紹介・派遣事業・・総合人材紹介派遣b クリエイターから営業・事務職までをト

ータノレサポートしています[有料職業紹介事業 (13-ユ 040441)一般労働者派遣事

業 (13-040492)]。

担当者

連絡先

5. 放送技術支援事業…NHK放送をはじめ、制作・運用デスク等の運用業務までの各

種技術支援をしています。

6. デジタルメディア制作事業…デジタルやWEBコンテンツの制作。ワンセグデータ

放送の企画・制作・運用、各種のホームページの構築・管理・運用を行っています。

1 映像制作事業…映像コンテンツの企画から運用、番組製作までをトータルにプロデ

ユ}スしています。

氏

電

E-mail 

所属

FAX 
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事業計画書 2-1-(1) 

1 応募団体に関すること

(1) 施設管理運営業務の実績、特色
.-書iSt.i諺~主当E戸.=~里Z量E崎潤匹司・・・

弊社の特色

[理事事主の4-掌混合]

わたLたちの仕事はサービス求でありまするサービスヨ官どはお客さまK感動をみえ続けていく仕事であ1)

ます。わたLたちの使令は、手主主主の管沼者・剥鴫者 j"j抗、確かな技術ピ安会、ホスピタリティーを設

供するこどによ1)、花裁を通('(“池或え1'1:の採興>>e(.貢高正するこどであ悼すb

施設管理運営業務についての考え方と実績

弊社では、創業以来 26年に豆り文化ホール等の舞台管理運営業を行っており、現在では 60館を

超える施設の管理運営を行っております。

私たちの仕事ほ演者と観客とが一体となって催事を創造し、共に歓びを分かち合い、芸術文化に

触れることで助成される感動や奥蛮を冷まさないホスピタリティを提供するサービス業であると考
えて参りました。常にお客さまの立場に立ったホスピタリティーの心を持ち、笑顔と確かな技術と

安全とを提供することで、お客さまの施設利用を積極的且つ柔軟にサポートし、地域文化の振興に

貢献 E 地域の活性化に寄与できると考えております。

現在、指定管理業務を行っております「横浜市能楽堂宮越記念久良岐
能舞台」において、地域市民との協働事業として独自に取組んでいる「久

良岐まつり」は地域行事として定着しており、この事は特に高い評価を頂

いております。私たちはそのノウハウを生かし、港北公会堂をより地域に
根差した施設として区民の皆様にご利用いただけるよう努めて参ります。

現在管理運嘗している主な施設名 所在都道府県市区名 業務開始年月

C， 1横浜市能楽堂宮越記念久良岐能舞台 神奈川県横浜市磯子区 平成 18年9月 指定管理業務

横浜市南公会堂 神奈川県横浜市南区 平成 22年4月 指定管理業務

横浜能楽堂 神奈川県横浜市西区 平成B年6月 舞台管理運営

神奈川県立青少年センター 神奈川県横浜市西区 平成 17年7月 舞台管理運営

神奈川県立音楽堂 神奈川県横浜市西区 平成21年4月 舞台管理運営

ミユーザ川崎シンフォニーホール 神奈川県川崎市 平成20年4月 指定管理業務

板橋区立文化会館・グリーンホー/レ 東京都板橋区 平成23年4月 指定管理業務

文京シピックホール 東京都文京区 平成6年 11月 舞台管理運営

東京義術大学(奏楽堂) 東京都台東区 平成 10年3月 舞台管理運営

江東公会堂
ノ

東京都江東区 平成6年 10月 舞台管理運営

すみだトリフォニーホール 東京都墨田区 平成9年7月 舞台管理運営

大宮ソーツクシティホール 埼玉県さいたま市 昭和 63年4月 舞台管理運営

千葉県千葉市生涯学習センタ} 千葉県千葉市 平成23年4月 指定管理業務

( 1/13 .) ※A 4版 1ページ以内でおまとめください。



事業計画書2-2-(1)

2 港北公会堂管理運営のための基本方針及び実施方針

(1) 港北公会堂管理運営のための総合的な基本方針と達成目標

信盤盟2・

仁

基本方針

港北区は区の中央を流れる鶴見川やその支流を取り囲む正陵地帯の豊かな自 |圃盟国"""'"国

然と、東急東横線や東海道新幹線等の鉄道ネットワークや幹線道路から成熟した IIf議議議議選
都市機能が融合した個性ある街です。

東急東横線沿線や横浜市営地下鉄沿線は横浜市内でも人気の高い地域であり、

平成25年度の港北区区政運営方針の施策の中にもございますように、転入者の 川

多いエリアであるが故に、人と人とのつながりや、区民の地域への愛着を深め 山霊芸|髪室罰

ていくことが大切であるほえます。 ほ欝際関
また、市内 18区中最大の人口を誇るにも関わらず、その表現やビジネスを支 一予戸高E-

える「区民文化センター」が存在しない貴区にとって、公会堂はその文化活動や 港北区区政運嘗方針

ビジネスを支えるための大切な社会資本であると言えます。

私たちは貴区の重要な社会資本の管理運営を担う存在として、これまでの多様な経験と実績を基

に高品質なサービスの提供を行うことをお約束いたします。

そのよう戸港北区の特性を理解し、私たちは港北公会堂の運営にあたり、『地域に根差した文化

交流のための施設』として区民に愛される施設づくりを目指します

仁}

達成目標:港北文化のプラットフォームとしての定着

これまでも港北区では「港北芸術祭Jに代表されるような、質の高い芸術が発信されており、文

化イベントの数や参加者数からも見られるように、区民の文化への関心の高さが伺えます。

次のステップとして、文化活動のより一層の活性化を促進するためは、文化イベント等を区民自

らの手で創り、広めていくこと、そしてその成果を残していくことが必要であると考えております。

私たちはそのための『催事運営コーディネーターj として、施設の貸し出

ーしを行うだけではなく、港北公会堂の催事を利用者の方と共に創るという姿

勢で港北区の文化活動を支援したいと考えております。

催事を行う際の小さな相談でも気軽にお応えできる職員であるという認識を

持って頂くために、 P4の「季節感のある展示」としているように、館内装飾を

お客さま・職員と一緒につくるなどして、両者の距離感を縮め、「モノづくりを一緒に行うJとい

う姿勢を広めていきたいと考えております。“お客さま、そして私たち職員との交流でここでしか

生まれ得ない文化を創造し発展できる場所"港北公会堂がそのような役割を担う文化のプラットフ

オームとして定着するような運営を心掛けてまいります。

広める

( 2/13 ) ※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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事業計画書 2-2-(2) 

2 港北公会堂管理運営のための基本方針及び実施方針

(2) 運営業務の実施方針

-盟墨書.

1.r安心・安全JIこ利用して頂付る抱設づくり~私たちは舞台機構の怖さを知っています

舞台上では予期せぬトラブルが起こるものです。私たちはどのような催事

であっても利用時間中は舞台袖等、常に利用者の方と共に居り、一体となっ

て一緒に創り上げる姿勢で臨んでおります。「何かが起こったから駆けつけ

る」のではなく「何かが起こらないように寄り添うJそれが施設を貸し出す

責任であると認識しております。利用者の立場に立ち、的確なサービスをご

提供できるホスピタリティ豊かな施設運営をお約束いたします。

2.港北区の「オアシス」でありたい

私たちは港北公会堂が港北区の「オアシス」として、区民の皆さまが気軽に立ち寄り元気を持

ち帰って頂ける施設としたいと考えております。

現在、弊社単独で指定管理者として運営している施設は全て横浜にありますが、各施設の館長

は所属している地域の自治会の活動に参加し、近隣の飲食庖を自分の足で歩き、地域住民の方と

の交流等を通して、その街に溶け込もうと日々努力しております。

私たちは港北区でも同様に、まず自ら街に出てその地域の事を学び、その中か

ら日々の業務のヒントを得たいと考えております。

港北の街を知り、この街に住む方々が「この衡に住んでいて楽しい!Jと思え

る仕掛けづくりに取り組むことをテーマとしたいと考えています。

3.三位一体の運用体制の構築

「利用者Jr来場者」そして f指定管理者Jの一人ひとりの気持ちがひとつになっ

てこそ、地域文化の振興や醸成が可能になることを学んでまいりました。今まで

の施設運営の実績から学んだノウハウを惜しみなく結集し、港北公会堂において

的確に発揮することでお客さまとの関係を重視した運用を行い、 f地域で支え合

い、共に生きるまち』づくりを視野に、地域文化を活用して地域の粋を強めます。

また私たちは、「指定管理者jであると同時に、休日には「利用者Jr来場者Jとして他の施

設を訪れます。利用者の立場で感じたことを、公会堂の運用に活かし、より親しみゃすい支援

を行うことを目指します。

人とつながり、地域とつながり、時間と感動を共有する三位一体の運用を実施致します。

4.港北文化の「ラボIアトリエ」となるために

ステージは「晴れの場jです。そして同時にお客さまにとっても、そこでお

客さまと一緒に歩む私たちにとっても研鏡、実験の場であるとも考えられま

す。工房、研究所、インキュベーター。私たちは港北公会堂に様々な可能性を

思い浮かべています。

お客さまのニーズから学び、お客さまと共に文化を発信できるように双方向

性の高いコミュニケーションを心掛けます。

雪会

審

( 3/13 ) ※A4版1ページ以内でおまとめください。
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3 施設の運営舗管理に関する提案

(1) 管理運営体制と組織

ア 管理運蛍組織の計聞

人員田置の考えかた

事業計画書2-3-(1)-7 

-・・r.e!fiii't)，!写:事!.-'::!:1!1:::::1".陛~盟国・

社員職員については、受付業務から舞台管理(備品・設備の貸出等)、広報業務まで施設運営に

ついての業務全般が行えるマルチ職員を配置し、パート職員については地元の方々を積極的に雇用

し、地元雇用率向上に寄与します。地元を知る職員を導入することにより、港北区民の方々の声に

耳を傾け、ニーズ収集にも役立てます。

また、公会堂にいらっしゃる様々な方のニーズにお応えするために多様な職員が必要であると考

えております。それぞれが持つ経歴、能力、立場などの個性を集約させより良いサービスを創出す

るため、公共文化施設における障がい者雇用も視野に入れます。互いの知識、情報を共有し、助け

合いながらそのヲアイデアをサービスに。それを実現させ、チームとして様々な局面を乗り越えて行

く為に、私たちはこれまで積極的に取り組んでこなかった障がい者雇用という分野に積極的に乗り

出していこうと考えております。私たちが指定管理業務を行っている南公会堂でも障がい者雇用を

実施しており、その経験からも実施の必要性を感じております。

勤務シフト表例 (1遇問)

社員月 22日勤務・ 176時間勤務

パート:月 18-20日・ 145時間勤務程度

人材育成と研修

区民の皆様に支持される施設になるためには、「信頼」が不可欠です。信頼を得るためには、「公

平Jr安心Jr快適」な利用者サービスを提供することが大事と考え、特に、コyブライアンスや個

人情報保護の管理体制については定期的な研修によるサービスの維持を心がけております。 l

個人情報保護管理につきましては弊社ではPマーク認証を取得しており、基準・圃憲司・d努;
に則りながら、過去の公共施設の運営の実績とノウハウを生かし、お客さまの個| 話器|調ゐ:

人情報を適切に管理しております。責任所在を明確にした情報管理体制を構築| ζノ

し、各現場の責任者の指導のもと、個人情報の保管・取扱いについて、現場職員ド夜己."..

へのルールの周知徹底を行っております。

「個人情報管理規定」・「コンブライアンス・ガイドブック」を策定し、社員全

員に配布するとともに、部署別の研修会等において、職業倫理やコンブライアン

スの重要性、個人情報管理について再認識する機会を定期的に設けております。

その他、下記のような研修プログラムを設け、サービスの維持・向上を心掛けて

おります。

1. 施設運営研修各施設の現状を分析し、地域特性を活かした業務改善・利用促進の運用研修

2. 受付・接遇研修…お客さまに対する接客スキル(応援・おもてなしめ基本)、マナー、

トラブル対応、ホスピタリティー研修

3. 個人情報保護研修…個人情報保護法の仕組み、取り組み、事例の研修 (pマーク認証取得済み)

4. 防災防犯研修・田・各種緊急マニュアル作成の研修と実践の研修

5. 舞台管理研修・・職員全てが安全に操作できるように研修

6 救急救命講習・..AED導入に伴い、消防署にて実施する講習に参加

( 5/13 ) ※A4版 1ベージ以内でおまとめください。
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3 施設の運営・管理に関する提案

(1) 管理運営体制と組織

イ 必要人材の配置と職能

事業計画書2-3-(1)ーイ

-岡市豆町=~I:Ii~ー

人員国置と臓能

園町吉田四国・

n 通.， ι弘正:二二ご~:::，. :~-二二 J二":，，_ -，-，: ，_，_ ._.c，ヘと

-E:iY~i'1i週=o:mlif.f:it省主主主主主.

司、救急救命講習

業務

運営計画等各

-.'1望者齢主E・E識岨・

催暑のI!'I谷 t己正り、百王監同模原 ~C:."'(/)来T品、伊困難むなっ7こ砺官払は、他地誌7P')? U.)靖貝}is'、渡来I'(;..-(. 

対応を行っておりますp それに加え本社の営業職員他、管理職における定期的な監督監査を行う
ことlとより、サーピヌ品質の安定と向上を図る邑同時院本社サーバーでのァ元管主主シヌテムに

よって適正な業務モムニタ Dングを案施レます。勤務シヲト、利用料金収入や出入金帳簿書類、

業務報告書を本社歩ーバH に送付するよう指導を行い、本社営業及び経理担当者、指定管理口

業務品賀向上のために

催事の内容により、常駐職員での対応が困難となった場合には他施設からの協力支援にて対応を

行うほか、本社の営業職員他、管理職における定期的な監督監査を行うことにより、サービス品質

の安定と向上を図ります。

また、弊社では 2005年 2月に業界に先駆けて産業分類「芸術施設の運営」にお

いて、 IS09001を認証取得Lました。現在、 60施設を超える類似施設において、

顧客満足を追求した QMS(品質マネージメントシステム)活動を行っています。業

務を行う上での問題点をロスト化し、定期的な運営・経営会議において改善を行

いながら管理運営の品質担保とサービス向上を目指します。

わたしたちの業務は運営規程に準じて実施しており、利用案内・利用相談、打合

せから催事対応・設備点検に至るまであらゆる業務を一定の品質基準で対応でき

るように業務フロー化しています。

施設ごとの仕様や規程に応じて柔軟にカスタマイズを行って活用し、アウトプットとしてお客さま

の催事を記録・蓄積して文化財産の一部として大切に保管。次回ご利用いただく際にご利用いただ

けますので、打合せ時間の大幅な効率化にも繋がります。

6/13 ※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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事業計画書2-3-(1)ーウ

3 施設の運営・管理に関する提案

(1) 管理運営体制と組織

ウ 緊急時の対応計画
-・・目!mil'"~l，翌日~1=~首・・・

否蚕歪菅璽著
・状況把握報告
・応急手当・止血処置
.AED ・安静確保
-救助用具準備・主催者連絡
.見物者の整理

港北区役所
1館長・本社に報告|

ゃ5 件|

緊急時対応

予め責任所在を明確にし、指示系統を一元化し混乱を防ぎます。火災・事故・

地震・台風などの危機発生時には、結果回避義務(発生時の対応)に従い責任者

の指揮のもと、すばやく初期対応を行うと共に施設毎の危機管理マニュアルに基|線型思寝嘱

づき全職員が利用者の安全確保に努めます。危機管理マニュアルは、危機発生時|盤温量調輔

の対応について、利用者に対する事前・発生時・事後の職員の行動や関係機関等

への緊急連絡先等を記載したものであり、施設に合わせてカスタマイズして各施

設で有効活用されています。

館内から避難が予想される事態には、場内の照明を直ちに明るくする等、安全な避難誘導に努め

ます。館内で事故が発生した場合には、人命の救出救命を第一に考え、適切な初期対応と関係機関

への通知を迅速に行い、災害規模によっては近隣施設からの人的支援も積極的に行います。

弊社が委託管理を行っている東北の施設では、東日本大震災時に周辺の町内会からの温かなご支

援を頂き、日頃の地域との繋がりの大切さを痛感いたしました。“周辺住民の理解を頂き、人が集

まる場となることが、地域を助けることに繋がる"という教司11を忘れず、日々の業務に務めて参

ります。

被害の最小限化

区役所や近隣医療機関、消防署・警察署・地域防

災団体等との緊急時の連絡を密にするとともに、定

期的に各機関との意思疎通を行い、ご指導をいただ

きながら定期的に防災訓練を行うほか、消火防災設

備の定期的な点検や AEDなどの緊急用品、機械警備

の完備を行い、職員全員に普通救命講習修了証の取

得を課すなどして、万一の事故や災害の際の被害を

最小限に留めるよう努めて参ります。
また、全職員に「緊急連絡線』を常に携帯させ、区のご担当者様や本社への報告を速やかに行え

る体制を整えております。

-自衛消防馴練{年1回実徳)
・防災訓練 (区庁舎と合同で、年1回実施)

関係機関との連絡会(摺肪署・警察箸・区}
・職員の啓蒙啓発・舎周防災訓練(管渥施設)
{関係機関との連携による檎習会の実総}

事故防止策について

舞台上での事故を未然に防ぐため、舞台操作の安全指導を行うだけでなく、貸出時間肉は常に舞

台袖で立会い、舞台上に潜む危険への注意喚起を行いながら舞台上の安全を管理いたします。

特に機材の持込設置などにおいては事前の打ち合わせを入念に行い、仕込みから撤収まで舞台職員

の立会い・確認のもと行います。

また、機材や綱元のロックなど未然に事故を防ぐための対応は日々チェックし、操作は職員のみ

が行うなどして、事故につながる懸案事項の排除徹底を行います。

( 7/13 ) ※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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事業計画書様式 2-3-(2)-7

3 施設の運営 E 管理に関する提案

(2) 施設の運営計画

ア 利用者サービス水準の維持・向上、利用促進計菌
-H宮町監理室主会a語舗..._=姐.

「安心・安全」な施設をご提供するために

お客さまへの安全をご提供するために、舞台管理職員には、危険防止について

の予知能力、細心の注意カ、瞬時の適切な判断力が不可欠であり、安全運用につ

いてのマニュアルに基づき周知徹底を図ると共に定期的な社内専門部会による

安全講習を行っております。また、他施設の事故例も課題としてとりあげ事故を

未然に防ぐ教育を定期的に行います。

舞台全般の知識を身に着けたうえで、それぞれの舞台の特性を理解し、利用者

の方や職員の安全にも配慮し、ホール独自の安全についての考え方を個々に築き

上げることが必要不可欠と感じ、日々取り組んでおります。

利用イメージの「見える佑Jë港~t区文{t;のアーカイプ

「ステージの照明を落としたらどのようになるのだろう?J r映像を投

影したらどのように見えるのだろう ?Jお客さまの疑問にその場でお答

えいたします。

照明、ステージレイアウト等、様々なご利用シーンのサンプル画像を

データベース化し、ご利用相談時にその場でタフレツト端末を用いて提

示し、見える形での利用相談を行いながら事前の打合せを行います。

同町伽

舞台安全マニzアル

具体的な資料(写真・図面等)を提示することでお客さまの疑問を解

決するだけでなく、私たち職員もお客さまのご要望を把握しやすくなり

ます。
タブレット端末制用イメーヲ

ご要望を密に把握することで、プロの舞台職員ならではの演出ご提案など包括的な技術支援を

行うことができ、お客さまの想像以上のステージを創るお手伝いになればと望みます。

また、主催者様のご承諾を頂いた過去の催事記録をジャンノレ別に保存し、必要な場合には別の

お客さまに利用例としてご紹介すると同時に港北区文化のアーカイフ機能としても役立て、港北

公会堂で開催された過去の催事をホームページなどでも紹介して参ります。港北区の文化の収

集聞発信となることはもちろん、エコへの取組みにも配慮した新たなご提案です。

ホームページ改修のご提案

より利用しやすいホームベージとするために下記の点を中心とした改善を提案いたします。
1. Ho鵬ボタンの改善

Homeボタンが小さく見にくいため、メニューに Homeボタンを追加し、ヘッダ
ーにもトップページへのリンクを貼ります。

2.問合せ電話番号をトップページに大きく記載
わからないことはすぐに電話でお問合せ頂けるよう、デジタルメディアであっ
ても PCが苦手な方向けのアナログな対応を忘れずに配慮致します。

3. 港北公会堂の催事のアーカイフ
タブレット端末と連動し、港北公会堂で開催された催事を紹介するページ
を作成いたします。

4.施設図面、フロア図を掲載
公会堂を知らない方でもイメージが沸きやすいよう、また、大型催事にも利用して頂けるよう、
施設図面やフロア図を掲載し、 PDF等でダウンロードできるようにいたします。

5. 料金設定をわかりやすく明記
ホールの終日利用についてや延長料金など利用者の立場になってわかりやすく記載いたします。

( 8/13 ) ※A4版 1ページ以内でおまとめぐださい。
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3 施設の運営・管理に関する提案

(2) 施設の運営計画

イ 利用料金性を前提とした具体的な料金設定の方針

施設利用料金・付帯設備料金の改定について

事業計画書2-3-(2)ーイ

-・・・・閥抗市左重重m=1C・・・・・

港北公会堂の現施設利用料金、付帯設備料金は区民が利用しやすい料金設定となっており、お客

さまには永年にわたって浸透しています。また、公共文化施設の利用料金は、区民のみならず多く

の関係者が一定の目安として固定的に捕らえており、料金体系の変更は混乱のもととなりかねませ

ん。利用料金に関しましては現行通りとしますが、下記利用区分に関してのご提案をさせていただ

きます。

新しい利用区分のご提案~電力消費量ピーク削減協力と新規利用者・来館者の獲得に向けて

現在、横浜市公会堂の講堂利用時間区分は昼間と夜間の二区分となっています。このため、午後

5時以降に本番を設定する催事は、仕込み時間等を考えると全日押えなければなりません。じかし

比較的準備に時間を要しない催事では午後から仕込み始めば充分ですが、利用区分上全日:分の利用

料を納める必要があります。現在、我々が指定管理業務を行っております横浜市南公会堂では、利

用区分とお客さまの予算の関係上、午後2時-3時に本番が集中しております。そしてこの時間帯

は電力使用量がピークに達し、最も節電が要求される時間帯と重なります。劇場空間での電力消費

の中心は空調設備と舞台照明です。調光演出が必要なスポットライトは現段階では蛍光灯やLED照

明への代替は出来ません。また表現活動として舞台照明家が作るプランに対して[劇場側は抑止力

を持たない」と私たちは考えております。そこで比較的電力供給に余裕のある夜間に本番を行える

ように、利用区分に午後・夜間(午後 1時から午後 10時)の区分を新設する事をあらためてご提

案させていただきます。この提案にはもうひとつの大きな理由が挙げられます。来館されるお客さ

まも仕事が終わって来場可能となる催事が多くなり、入場者の増加も期待できます。指定管理者の

収益のみを考えれば、現状のままのほうが有益かもしれませんが、節電や施設利用者の利便性を優

先させ、それが新規利用者の獲得にも繋がるのではないかと考え、ご提案させていただきます。公

会堂条例にも関わる内容とはなりますが、節電への協力や新規利用者・来館者獲得を目的としたご

提案です。横浜市には多くの公会堂が存在致しますが、港北会堂から発信する特例等としてご検討

いただけますようお願い申し上げます。

室名
午前 午後

9時-12時 13時-17時

1号室
1，600円 2， 100円

(1.920円) (2，520円)

Z号室
1，000円 1，300円

1，200円) (1，560円)

和室
700円 900円

(840円) (1，080円)

書堂、 | 15，0∞円

(18，000円)

三講堂'，1' 8，000円
品川 E 

E提案乙1........(9;600円)_.

22，600円
全館

{27，120円)

※( )肉は土曜、日曜、祝日の料金。

夜間

17時半-22時

2，300円

(2，760円)

1，500円

(1. 800円)

1，100円

(1，320円)

14，000円

(16，800円)

18 

9時-22時
6，000円

(7，200円)

3，8∞円

(4，560円)

2，700円

(3，240円)

29，000円

ω4，800円)

v 百万五
(34， aQO白r

18，900円 I 41，500円

(22， 680円) I (49，800円)

( 9/13 ) ※A 4版 1ページ以内でおまとめください。
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事業計画書様式会3-(3H

3 施設の運嘗'管理に関する提案

(3) 施設の維持管理計画

ア 施設の保守管理・補修計画

施践保守管理・補修計画と効率化

施設保守管理は、建物の快適性・安全性・機能性・耐久性などの性能

維持・美観保持・遵法維持費増大の防止などを目的とするもので、適時

に適切な維持管理を行うことが大切です。維持管理には①日常的に実施

する清掃・運転監視・保守点検と、②定期的に実施する清掃・保守探検

及び③不定期に実施する診断・修繕があります。維持管理を効果的かっ

効率的に実施する為には予防保全の観点に立って、日常的な保守管理を

中心とした実施計画を構築します。 1S09001の業務品質マネジメントに基

づき、 PDCAサイクルを導入した設備管理業務フローに則した効率的な維

持管理計画を構築し実施します。また、区庁舎管理と一体で行う点検事

項に関しましては、区のご担当者様と情報を共有することで、補修計画

を立案します。

舞台設備・付属設備を安全に貸し出すために

舞台機構・音響・照明・備品等の保守管理・補修は、担当職員による日常点

検と定期的に励行し、常に安全な設備をご提供致します。私たちはどこの担当

施設でも高いサービスと安全を均衡にご提供させていただくため、業務を管理

計画によって管理し、それぞれの業務の基本をフロー化して実施しております。

設備管理業務フローと点検基準書を基にチェックリストを利用した記録に残す

管理体制を実施し、不具合があれば区施設担当者に報告を行い、修理会社宛に

連絡をして迅速な修繕修理計画を立てます。代替機器が必要な場合や、緊急性

-E暗躍軍軍事司E四百・・

設備管理業務フロー

に応じて社内部署であるステージテクニカル部が緊急対応します。 設満点検基薄書

日常的な点検は、担当職員が日常業務の中で、各種設備機器動作の調子や具

合の状況から判断し、経年・使用頻度に応じた修繕を含めた点検を行うことに

より、常に良好な状態を保ちます。舞台機構等定期保守点検は、特殊な設備を

中心に専門施行業者に委託し、保守点検対象項目・点検内容及び実施回数は専
門業者と協議して作成した保守点検計画表に基づいて実施して参ります(舞台 Ir._ 

照明・舞台吊物・音響設備・ピアノ・空調設備点検等の各設備保守点検の実施 保守点検年間計画表

にあたりましては施設利用状況を勘案し、区のご担当者様と相談しながら計画

的に実施します)

セルフメンテナンスの実施

「自分達の施設を大事に」という維持管理方針に基づき、自分逮で行え

る修繕業務については自らの手で行います。見回り・点検を習慣づけ、改

善箇所を初期段階でその場で迅速に対応することが可能となります。大規

模な修繕が必要な箇所については区ご担当者様と相談のうえ、可能な限り

近隣業者への発注を検討し、地元経済の還元率向上を図ります。

また、自ら行う日々の点検業務の中から施設や備品などを大切に扱う姿

勢も育んで参ります。

( 10/13 ) ※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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3 施設の運営・管理に関する提案

(3) 施設の維持管理計画

イ 清掃計画・外構植栽管理・保安警備計画

日々の清婦は自分遣で=自分違の施設を大事にする姿勢

.-巨書~m~出窓主量~=p，;;a司田陣置・・・

私たちは日々の清掃業務など、自分還で行えることは自分達で行って

おります。

自分達で清掃業務を行うことによって、施設の細かなところまで目を配

ることができるため、施設の点検を兼ね備品の消耗や施設の欠損状態を細

目に確認することが可能となり、修繕が必要な箇所にも初期段階で迅速に

対応することが出来、施設の美観・安全性の維持にもつながります。

自ら清掃業務を行うことによりコスト減、業務効率化が実現可能となる

だけでなく、施設を巡回することにより警備面の強化や利用者の方との

コミュニケーションをとることが可能となります。

清掃業務については、高い品質とローコストを同時に実現させるため

に、定期的なプロフェッショナルメンテナン，スと日常セルフメンテナンス

を最適なバランスで組み合わせ、効率的な清掃を行いますロ

施設内清掃だけでなく施設周辺の清掃も率先して実施。「業務j とじて

捉えるのではなく、「利用者の方をお迎えするためのおもてなし』という

意識を持って、区民の皆さまに気持ち良く利用して頂くために、常に施設

を清潔に保ち、皆さまの来館をお待ちいたします。

自分遣で賄えない汚れについては定期的に横浜市の専門業者、シルバー

センター等に委託するミと検討しております。

保安嘗傭計画

保安警備においてもっとも大切なことは、積極的な声かけに象徴さるよう

な「コミュニケーション」であると考えております。職員は定期的に館内を

循環し、お客さまとへの挨拶・声掛けを積極的に行うことによって不審者が

近寄り難い雰囲気づくりを行います。

日常警備については「防犯・防災マニュアル」を策定し、開館時には職員

が、内外を巡回することで災害、侵入などの異常事態発生を確認するととも

に、建物一般の保安管理に努めます。閉館時にはトイレやパックヤードを含

めてすべての場所を巡視し、防犯・防火・防災の妨げとなるものを除去しま

す。

不審者や不審物を発見した際には館長・本社への報告を行ったうえで、現

場と本社それぞれにおいて迅速に対処し、危険回避を行います70

夜間の響備については現在導入されている機械警備を継続して利用、もし

くは現在我々が指定管理業務を行っている南公会堂同様の入退室管理システ

ムを導入した防犯錠と侵入感知システム、もしくは防犯カメラ等を利用した

糊一一鞘駒の一導思入

( 1日1/1臼3 ) ※A4版 1ペ}ジ以内でおまとめください。

制・・_.-
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事業計画書様式 2-4-(1)

4 収支計画について

(1) 収入計画

->l1iHi~'冨墨田・

稼働率向上についての考え方~リピート率の向ょを目指すこと

収入として大きな割合を占めるのは施設利用料金です。収入を上げるための第一の対策として施

設稼働率の向上を目指します。 P8の利用者サ}ピス水準の向上として掲げた「舞台運営サービス」

「文化のアーカイブJfホームページの改善Jを主軸とし、一度ご利用頂いたお客さまが「また利

用したいj と思って頂けるような施設環境(ひと・もの)づくりを目指し、リピート率の向上を図

ります。

もちろん、稼働率の向上を図るためにはリピート率だけではなく、新規利用者の獲得も必要です。

そのためにはP4で掲げた「人が自然と集まる施設づくりJを進めていくことにより、まず公会堂

を身近な施設として感じて頂き、そこで展開されている催事に興味を持って頂くことで、立ち寄っ

た方・来場者の方に「利用してみたいj という意欲を持って頂く働きかけを「館長からのメッセー

ジ」などとして行って参ります。

それらの取組みの結果により、指定管理期間5年間で5%の稼働率アップを目指します。

平成31年度目標

欝 堂 72.9目 77.9% 

1号室 73.5% -喧吟 78.5目

2号室 79. 7% 園 田 陣 84. 7目

和室 i 71. 9国 園 圃 同 76.9匹

その他の収入計画

@ケータリングサービス

講堂の利用者や会議などでご利用の方に対し、お弁当や飲み物などのケータリ

ングをお客さまに代わって注文するサービスですロ区内の業者を中心に選定し、。I地元への還元も視野に入れます。

注文サービスだけではなく、外へ食事に行かれたい方のために、公会堂周辺の

飲食盾MAPも作成し、様々なニーズにお応えできるよう対応いたします。

@自動販売機の設置

現在設置されている震災対策型の自動販売機を引き続き設置予定です。欽み物

の購入をするだけの方でも歓迎するという現在の考えは継続して参りたいと考

えております。

・有料パナ一広告
公会堂のホームページのトップベージに 5~1O枠程度のパナー広告の掲載欄を設け、月額 2， 000

円程度で販売することを検討しております。

.チケット販売代行サーピス

利用者の方の利便性向上のお手伝いとして、有料公演において、販売手数料 (5%程度)を頂い

て公会堂の受付でチケットを販売するサービスの展開を検討しております。

( 12/13 ) ※A4版 1ページ以内でおまとめください。
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事業計画書様式 2-4-(2) 

4 収支計画について

(1) 支出計画 -・E冒震璽璽軍曹司・

港北公会堂を運営するにあたり、利用者へのサービス品質は十分に確保して「収入」と『支出』

と『運営管理品質』の適正なバランスを保った上で、業務の効率化と経費の縮減を徹底します。

基本姿勢は「施設・地元への愛」と「環境に回慮したもったいないの精神」

長年にわたり愛され親しまれている港北公会堂は区民の皆様の様々な想いがたくさん詰め込ま

れています。いつまでも快適にご利用いただける事を目指して、私たちはライフサイクルコスト全

体の続減に向けた計画的な維持管理を実践して参ります。

施設をこよなく愛し慈しみながら維持管理することで、施苧・設備・備

品等の価値の劣化を少なくし、環境に配慮したもったいない精神を行動で

表します。弊社の取得しているお09001の考え方を基盤として横浜市の

I8014001認証に配慮し、エコ調達やグリーン調達に努め、温室効果ガスの

削減数値目標値達成のためにも、節電や節水を奨励しグリーン購入の拡大、

ゴミの分別の徹底・廃棄物の削減に努め、利用者の方に対してはゴミの持

ち帰りの促進を行います。

設備関係管理業務

フロー

また、利用者の視点に立って施設の安全、快適環境、機能性及び効率性に配慮しながら、メンテ

ナンス対策を進め初期段階で迅速に対応する等、ムダを削減してもムリのない管理運営体制が支出

計画の基盤であると考えております。

客席照明のLED化のご提案

照明費用の中で大きな割合を占めるのが客席照明にかかる費用です。一部減灯

やリハーサノレ時などの消灯を実施したとしても、その役割はお客さまの安全なご

誘導のための照明であり、稼働率の高い港北公会堂においてその効果はあまり期

待できません。

客席照明をLED化することにより白熱灯と比べ費用を 1/10程度に抑えるこ

とができるだけでなく、 LEDは発熱作用も低いため、空調費用の節約にもつな

がり、環境へも配慮した効果が期待できます。

地域住民の有効な活用、区民協舗を視野に入れ，ft運営を目指して

私たちは、館長 l名・館長代理 1名・担当営業 l名、職員 4名を基本とした人事体制を計画して

おります。本社機能を兼ね備えた担当営業を配置することにより、現場職員の芦をスムーズに本社

に反映させ、改善点などについては速やかに対応できるだけでなく、経理状況などについても逐次

監査を行うことができます。

また、弊社社員 3名以外の 4名は地元からのパート雇用を想定しています。地元からの職員採用

は「当施設近隣の情報の収集Jr地域特色の把握j など、地元に根ざす公会堂を管理運営する上で

必要不可欠です。『企業市民』としての施設運営にとっては欠かせない「貴重なー職員』であり、

地元雇用を促進するとともに、交通費等の経費の削減をはかります。また、現在担当されている地

元職員の方の中で今回の指定管理者導入にあたり、引き続いて港北区公会堂運営に関わりたいと恩

われる職員さまがいらっしゃるのであれば、弊社条件とはなりますが雇用を検討させていただきま

す。指定管理者の変更に伴い、施設への想いが断たれてしまうことだけは避けたいと考えておりま

す。

( 13/13 ) 



単独団体名・共同事業体名

蕗哀石
株式会社シグマコミュニケーシヨンズ

港北公会堂

様式3

(3-①) 

平成26年度収支予算書(兼指定管理料提案書)

1.指定管理料 (単位:円)

屋誌

指定管理料=小計【イ】を記入
15，220，0001※区指定上限額(b)の範囲内で提案してください。

提案額(a)

(消費税及び地方消費税音吉む)

※区指定上限額(b)

C ll.平成何年度収支予算書(総括表〉

1 収入の部

1頁 目 備考

団盟諸爾鴨問題歯車唾|
[C] 

hE撞闘医師圏盟圃臨画瞳

収入合計([ア】+【イ])

2 支出の部

ε
 

項 目
合計金額

備 考
(単位千円)

人件費 [a] 16，196 

管理費A(光熱水費等)[b] 。
管理費B(保守管理費等)[c] 7，862 

事務費 [d] 900 

公租公課 [e] J・
20 

その他 [f] 1，522 

事務経費 [g] 2，000 

支出合計【ウ】{凶 ω 同) 28，500 施設管理運営経費の計

系金額は、消費税及び地方消費扇豆瓦面詰を記載してください。



単独団体名・共同事業f;f名
施設名

株式会社シグマコミュニケーションズ

港北公会堂

様式3

(3ベg))

平成26年度収支予算書

1 収入の部内訳(指定管理料除()

項 目 肉 容 等 金 額

利用料金収入 施設利用料金収入 ア 12700 

電気料 イ 目。

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

小計 rA] 12790 ア~ケ

その他収入 自動販売機売上手数料 コ 370 

電気料 サ 120 

ュ、， 

ス

セ

小計 [s] 490 コ~セ

(単位干円)

c 

小計【7l 施設運営収入計

ε
 

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。



C
 

様式3

(3-③) 単独団体名・共同事業体名

施設名
盤墨金量之グマコミュニケーションズ
港北公会堂

平成26年度収支予算書

2 支出1 (単位干円)

環 目 内 容 等 金 額

人件費

El!恵問望販富i12:事里情富修費里E=万 侮=京=厚生=費佃=方

ア 7，992 

民主義金・7/0.、，ーー， イ 7.804 

-研修費 ウ 400 

Jj、計 [al 16.196 |ァ~ウ

管理費A 園者組告 ヱ 。

(光熱水費等) オ 。

上下水道料金 カ 。

小計 。エ~カ

Z 且白』 1修繕費 キ 1.260 

I./HHl> 定期清掃 ウ 2.520 

I-~I飲V耶料官水 害虫駆除10万尿石防止16.5万エアコン12.5万飲料水1.5万 ケ 405 

剛、.晶刷 コ 210 

自動ドア サ 110 

y ‘ 950 F 仲

ピアノi調律 ス 50 

.， セ 462 

ソ 168 

回酉臥剛伸 ~ 126 

施設管理用備品 チ 735 

管理用消耗品 ツ 525 

NHK ヲー 15 

ト 95 串岡田町剛山田村

|電話'LAN ナ 21 

|雷哲桔 田魁 210 

小宮十 I[cl 7，862 キ~ニ

事務費 旅費20万 印刷製本費5万賠償事責務任用保消険耗20品万25万 900 備品購入20万施設

公租公課 [el 20 

その他 HP逗嘗費万レン~事7ルレサッート運バ用ー 100万 回 1，522 
PC2台25:511:1 L.-'~~;;;;m 20万

事務経費 当本施社設経営理業等開事発務担経当費費 |凶 2，000 

小計【ウ】 凶

、公租公諜欄には仕入税額控除後の見込額を計上)


