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１ 経緯 

  第４期港南台北公園こどもログハウスの指定管理者の選定にあたり、「港南台北公園こ

どもログハウス指定管理者選定委員会運営要綱（以下、「要綱」という）」に基づき、港

南台北公園こどもログハウス指定管理者選定委員会(以下、「選定委員会」という)は、応

募団体から提出された提案書類の審査や面接を行ってまいりました。 

  このたび、選定委員会により指定候補者を選定しましたので、要綱第 10 条に基づき、

ここに港南区長あて選定結果を報告します。 

  

２ 港南台北公園こどもログハウス指定管理者選定委員会選定委員 

委員長       柴田 直子（神奈川大学法学部 教授） 

委員長職務代理者  川西 千穂（東京地方税理士会横浜南支部 税理士） 

委 員       櫛山 和子（港南台子育て連絡会 代表） 

田代 孝之（日野連合町内会 会長） 

村田 玉枝（港南区ＰＴＡ連絡協議会 事務局） 

※肩書は、委嘱当時です。  

 

３ 指定候補者選定の経過 

 

４ 選定にあたっての考え方 

選定委員会では、「港南台北公園こどもログハウス指定管理者公募要項」において、あ

らかじめ定めた評価基準項目に従い、書類審査及び団体への面接により、総合的に審査・

選定を行いました。 

なお、評価点については各選定委員が 110 点を持ち点とし、評価項目ごとに評価し、そ

の合計点を、団体の獲得点数としました。また、現指定管理者の運営実績評価として加減

５点の項目を設けました。

項目 日時 

第４期港南台北公園こどもログハウス指定

管理者第１回選定委員会（応募書類・選定方

法など） 

令和３年４月８日（木） 

公募要項の配布期間 令和３年４月 21日（水）～６月 11日（金） 

応募者説明会及び現地見学会 令和３年４月 28日（水） 

公募要項等に関する質問受付 令和３年４月 28日（水）～５月 10日（月） 

公募要項に関する質問回答 令和３年５月 21日（金） 

応募書類の受付 令和３年６月 10日（木）～６月 11日（金） 

第４期港南台北公園こどもログハウス指定

管理者第２回選定委員会（面接審査・審議） 
令和３年７月 21日（水） 



５ 選定評価項目及び配点 

 

    項  目 審査の視点（例） 配点 

１ 団体の状況 

  

  

(1) 団体の理念、基本方針

及び財務状況等 

団体の理念、基本方針及び業務実績などが、公共性の高

いものであり、公の施設の管理運営者としてふさわしいも

のであるか。また、団体の財務状況は健全か 

10 

(2) 応募理由 

区の施策や地域の特性、施設の設置目的を十分に理解し

た妥当性・具体性がある応募理由であり、施設運営に熱意

が感じられるか。 

５ 

２ 職員配置・育成 

  職員の確保、配置及び育成 

・施設及び設備の維持管理に必要な人員を確保し、配置す

る計画となっているか。 

・職員の資質向上のための研修が計画されているか。 

５ 

３ 施設の管理運営 

  

  

(1) 施設及び設備の維持保

全並びに管理 

施設の安全確保及び長寿命化の観点から、適切な維持保

全（施設・設備の点検など）計画となっているか。 
10 

(2) 小破修繕への取組 

施設の安全確保及び長寿命化の観点から、適切かつ積極

的な修繕計画となっているか。 

・建築局が実施する劣化調査や二次点検等に伴い、優先的

に行うべき修繕等に対応可能な計画となっているか。 

５ 

(3) 事故防止体制・緊急時

（防犯）の対応 

事件・事故の防止体制が適切か。事故発生時、緊急時の

対応、連絡体制などに具体性があり、適切か。 
５ 

  

  

(4) 防災に対する取組 

・横浜市（区）防災計画等を踏まえ、公の施設としての役

割を踏まえたものとなっているか。 

・日常的に、地域と連携した取組がなされているか。 

５ 

(5) 利用者のニーズ・要

望・苦情への対応 

利用者の意見、要望、苦情等の受け付け方法や、これら

に対する改善方法に具体性があるか。 
10 

(6) 個人情報保護・情報公

開、人権尊重、環境への

配慮、市内中小企業優先

発注など、本市の重要施

策を踏まえた取組 

・個人情報保護の取組に具体性があるか。情報公開への取

り組みが適切であるか。 

・ヨコハマ３Ｒ夢プラン、人権尊重、男女共同参画推進な

ど本市の重要施策を踏まえた取組となっているか。 

・市中小企業振興基本条例の趣旨を踏まえた取組となって

いるか。 

５ 

４ 事業の企画・実施 

  

  

  

  

(1) 事業計画、事業展開 

地域コミュニティの醸成や地域の連携を促進させるとと

もに、幅広い層の多くの住民が参加しやすい魅力的な事業

計画となっているか。 

10 

(2) 施設の利用促進 

・質の高い接客サービスを提供するための取組となってい

るか。 

・利用者数及び稼働率の向上に対し、効果的・具体的な取

組となっているか。 

５ 

(3) 地域課題の理解及び、

課題を踏まえた事業提

案 

地域特性を理解し、地域課題やニーズを十分に捉えた施

設運営及び事業計画となっているか。 
５ 

(4) 関係機関及び地域団体

との連携 

関係機関及び近隣施設との連携の考え方は適切か。自治

会町内会など地域の団体との連携の考え方は適切か。 
５ 



５ 収支計画及び指定管理料 

 

(1) 指定管理料の額 
収支計画が適切であり、効率的な経費の執行による適切

な指定管理料となっているか。 
５ 

(2) 施設の課題等に応じた

費用配分 

利用者サービスのための経費や修繕費への配分など、施

設の特性や課題に応じた費用配分となっているか。 
５ 

６ 新型コロナウイルスへの対応等  

 

新型コロナウイルス感染

症等の拡大防止に係る対

応 

・利用者が安全に施設を利用することができるよう、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止対策等の具体的な取組が提案

されているか。（感染防止対策、施設利用時のルール、工夫

等） 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を踏まえた事業

上の対策・工夫（事業の企画・実施）が提案されている

か。 

５ 

７ 加減点項目 

 

(1) 市内中小企業等である

か 

市内中小企業等 

・市内中小企業 

・中小企業等協同組合法第３条に規定する事業協同組合、

事業協同小組合及び信用協同組合のうち、市内に住所を

有する者 

・地域住民を主体とした施設の管理運営等のために、地域

住民を中心に設立された団体 

※共同事業体の場合は、代表団体が市内中小企業等である

こと。 

５ 

(2) 前期の管理運営の実績 

（現在の指定管理者のみ） 

・実績が良好であるか。 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を踏まえた事業

上の工夫・対策実績が良好であるか。 

＋５～

―５ 

合 計 110 



６ 応募団体 

（１）特定非営利活動法人港南区レクリエーション協会 

 

７ 選定結果 

  選定委員会において、書類審査及び面接の内容を総合的に審査した結果、次の団体を、

指定候補者に選定しました。   

指定候補者：特定非営利活動法人港南区レクリエーション協会 

  

８ 評価点 

  別紙のとおり 

 

９ 委員の主な意見   

（１）特定非営利活動法人港南区レクリエーション協会 

・こども委員会で子供の意見を取り入れているところが高く評価できる。子供たちの感

性を大切にしていて良かった。 

・スタッフ含めて地域で活動している方々や、幅広い年代の方々が参加できているとこ

ろが良いと思った。 

・以前に指摘されたという財務面については、改善の努力がみられるので印象が良かっ

た。 

・利用者を重視して取り組んでいるところがとても高く評価できた。長年、港南台北公

園こどもログハウスを管理している経験に基づく自信が見受けられた。 

・40 代から 60 代のスタッフは経験豊富であるが、若い層を取り入れて子供たちのお兄

さんお姉さんのような存在がいると良いと思った。 

 



配点

特定非営利活
動法人港南区
レクリエー
ション協会

1-1 団体の理念、基本方針及び業務実績などが、公共性の高い
ものであり、公の施設の管理運営者としてふさわしいものであ
るか。また、団体の財務状況は健全か。

10 30

1-2 区の施策や地域の特性、施設の設置目的を十分に理解した
妥当性・具体性がある応募理由であり、施設運営に熱意が感
じられるか。

5 16

２ 職員配置・育成
（5点）

2-1 ・施設及び設備の維持管理に必要な人員を確保し、配置する
計画となっているか。
・職員の資質向上のための研修が計画されているか。

5 17

3-1 施設の安全確保及び長寿命化の観点から、適切な維持保全
（建物・設備の点検など）計画となっているか。 10 36

3-2 施設の安全確保及び長寿命化の観点から、適切かつ積極的
な修繕計画となっているか。 5 17

3-3 事件・事故の防止体制が適切か。事故発生時、緊急時の対
応、連絡体制などに具体性があり、適切か。

5 16

3-4 ・横浜市（区）防災計画等を踏まえ、公の施設としての役割を
踏まえたものとなっているか。
・日常的に、地域と連携した取組がなされているか。

5 16

3-5 利用者の意見、要望、苦情等の受け付け方法や、これらに対
する改善方法に具体性があるか。 10 36

3-6 ・個人情報保護の取組に具体性があるか。情報公開への取り
組みが適切であるか。
・ヨコハマ３Ｒ夢プラン、人権尊重、男女共同参画推進など本
市の重要施策を踏まえた取組となっているか。
・市中小企業振興基本条例の趣旨を踏まえた取組となってい
るか。

5 16

4-1 地域コミュニティの醸成や地域の連携を促進させるとともに、
幅広い層の多くの住民が参加しやすい魅力的な事業計画と
なっているか。

10 34

4-2 ・質の高い接客サービスを提供するための取組となっている
か。
・利用者数及び稼働率の向上に対し、効果的・具体的な取組
となっているか。

5 18

4-3 地域特性を理解し、地域課題やニーズを十分に捉えた施設
運営及び事業計画となっているか。 5 18

4-4 関係機関及び近隣施設との連携の考え方は適切か。自治会
町内会など地域の団体との連携の考え方は適切か。 5 18

5-1 収支計画が適切であり、効率的な経費の執行による適切な指
定管理料となっているか。 5 17

5-2 利用者サービスのための経費や修繕費への配分など、施設
の特性や課題に応じた費用配分となっているか。 5 16

６ 新型コロナウイルス
への対応等
（５点）

6-1 ・利用者が安全に施設を利用することができるよう、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止対策等の具体的な取組が提案さ
れているか。（感染防止対策、施設利用時のルール、工夫等）
・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を踏まえた事業上
の対策・工夫（事業の企画・実施）が提案されているか。

5 18

7-1 市内中小企業等
・市内中小企業
・中小企業等協同組合法第３条に規定する事業協同組合、事
業協同小組合及び信用協同組合のうち、市内に住所を有す
る者
・地域住民を主体とした施設の管理運営等のために、地域住
民を中心に設立された団体
※共同事業体の場合は、代表団体が市内中小企業等である
こと。

5 20

7-2 実績が良好であるか。
（現在の指定管理者のみ） 5 14

110
（440）

373

順位 １位

団体の状況
（15点）

１

評価基準項目

港南台北公園こどもログハウス指定管理者選定結果（評点集計表）

３ 施設の管理運営
（40点）

合計

事業の企画・実施
（25点）

４

加減点項目
（10点）

７

５ 収支計画及び指定管
理料
（10点）


