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１ 指定管理者制度の趣旨 

「公の施設」の管理運営については、平成 15年６月の地方自治法の一部改正により、多様化する市民

ニーズにより効果的・効率的に対応するため、民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と経費

の節減等を図ることを目的に、指定管理者制度が導入されました。 

 これまで、福祉保健活動拠点は公募による指定管理者の選定を行ってきましたが、公募実績や、平

成 25年度包括外部監査による指摘を踏まえ、平成 28年度以降の指定管理期間（５年間）は区社協を

前提として非公募により選定手続きを実施します。 

  

２ 選定の概要 

（１）対象施設 

横浜市南区福祉保健活動拠点 （以下、「拠点」といいます。） 

※施設の詳細については「８ 施設の詳細」を参照してください。 

 

（２）指定期間 

平成 28年４月１日から平成 33年３月 31日まで（５年間） 

 

（３）指定管理者の選定(「６ 選定に関する事項」参照） 

指定管理者の選定は、「横浜市南区における福祉保健活動拠点の指定管理者の選定等に関する要綱」

に基づき申請を受け付け、「横浜市福祉保健活動拠点条例」第 11条第１項に基づき設置される「横

浜市南区福祉保健活動拠点指定管理者選定委員会」（以下、「選定委員会」といいます。）におい

て、書類及びヒアリング等に基づく審査を実施し、福祉保健活動拠点の設置目的を効果的に達成す

ることができるかを選定します。 

選定結果は、申請者に対して速やかに通知し、選定の経過及び結果は、指定管理者選定後、南区

ホームページへの掲載等により公表します。 

その後、横浜市会の議決を経て、指定管理者として指定されます。 

 

（４）問合せ先 

   〒232-0018 横浜市南区花之木町３－48－１ 

南区福祉保健課事業企画担当（３階 50番窓口） 

電話 045（743）8267  Fax 045（721）0789 

E-mail mn-fukuho@city.yokohama.jp 

 

３ 指定管理の内容について 

  今後、業務内容や人員体制等に変更が生じる場合には、指定管理者（候補者）と協議のうえ、（変

更）協定書を締結します。 

 

４ 指定管理者が行う業務 

横浜市福祉保健活動拠点条例第２条に規定する事業の実施に関すること（詳細は、以下参照）。 

 

 

 

 

mailto:mn-fukuho@city.yokohama.jp
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 ５ 福祉保健活動拠点の概要 

（１）施設設置目的 

拠点は、「市民の誰もが日常的に相互に支え合い、住み慣れたところで安心して自立した生活が

続けられる地域社会の実現に資するため」に設置されています。（横浜市福祉保健活動拠点条例第

１条） 

 

（２）目的達成の手段 

ア 地域における市民の自主的な福祉活動及び保健活動のための施設の提供 

イ 「地域・団体との関係性」と「ボランティアコーディネート力」、さらに活動団体が集う「場」

を有している強みを活かした、福祉活動及び保健活動の担い手となるボランティア及び地域活動

の育成・支援 

ウ 地域の課題・情報に関する他の市民利用施設との共有と、課題解決に向けた連携 

 

（３）実施事業（具体策） 

  ア 福祉活動及び保健活動のための施設の提供 

拠点は、福祉活動及び保健活動の場として、団体交流室、多目的研修室等の諸室及びロッカー、

メールボックス等の設備・備品を備えています（施設・設備の詳細は「８ 施設の詳細」を参照）。 

これら拠点の施設を市民に提供するため、指定管理者は施設の使用の許可に関する業務及び施

設・設備の維持保全及び管理に関する業務を行います。 

 

（ア）施設の使用の許可に関する業務 

① 利用団体の登録及び審査に関すること                         

拠点を利用できるのは、ボランティア団体、当事者団体、その他福祉保健推進団体等の 

団体としており、これら団体の会議、研修、事業活動等の目的に利用できます。 

このため、利用希望団体には登録申請書等の書類を提出させ、審査、承認を行います。 

② 施設（諸室・設備・備品）の利用受付、利用許可及び利用調整に関すること        

施設の利用申込み受付、利用許可、利用調整等を行います。 

 

（イ）施設及び設備の維持保全及び管理に関する業務  

拠点の施設及び設備・備品についてその状態を良好かつ清潔に保ち、施設利用者が快適で

安全に利用できるように適正な維持保全及び管理を行います。 

  他施設との共用部分の施設・設備についても、施設間で取り交わす管理規約等に従い施設・

設備の維持保全及び管理、費用負担を行います。 

① 施設及び設備の維持保全及び管理                          

指定管理者は、別に横浜市が定める方式に則り、施設・設備の点検（関係法令に則った

法令点検、機能維持点検及び巡回・確認）を実施し、常に施設を利用できるよう、適切に

管理します。 

施設・設備の破損及び汚損に対する予防保全に努め、破損又は汚損が発生した場合には、

必要に応じて速やかに横浜市に報告するとともに、協議の上速やかに必要な措置を講じま

す。 

② 施設の管理全般                                  

事故防止、安全管理、衛生管理、清掃等、施設を安全で快適な状態に保つための業務を

行います。 
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（ウ）その他関係業務 

① 拠点の利用促進及びサービスの向上に関すること                    

拠点の施設・利用案内、実施事業等について、利用者及び市民に対し広く情報提供し、 

拠点の周知及び利用促進を図ります。 

その他、利用者意見の聴取、利用者の利便性の向上に関する取組などを適宜実施します。 

② 利用調整会議等の開催                                

拠点の円滑な利用及び利用促進を図るため、利用団体との連絡調整のための会議等を 

随時開催します。 

 

イ ボランティアに関する事業 

福祉活動及び保健活動の場の提供に加え、活動者（ボランティア（個人・団体））の育成、活

動支援、ボランティアへの理解を深めるための事業等を実施します。 

 

（ア）ボランティアに関する情報収集・提供 

福祉・保健分野のボランティア、その他福祉保健に関する情報を収集し、ボランティ 

アや利用者、地域住民に提供します。 

 

    （イ）ボランティアに関する相談・紹介業務 

ボランティアに関する様々な相談を行い、ボランティアと利用者を結びつけるコーディネ

ート業務を実施します。

 

（ウ）ボランティアの育成・支援 

ボランティア入門講座の開催や、ボランティア団体・活動者の交流会の開催を通じ、福祉

活動及び保健活動の担い手であるボランティアの育成・支援を行います。 

 

ウ その他 

拠点の設置目的を効果的に達成するため、ア及びイの事業に加えて次の取組を行います。 

 

（ア）関係機関及び地域との連携に関すること 

拠点利用団体をはじめ、自治会町内会、地区社協等の地域の団体や地域住民、南区、南区社

会福祉協議会（以下、「区社協」といいます。）、地域ケアプラザ等の福祉・保健関係機関及

び市民利用施設、との交流・連携に関する取組を行います。 

 

（イ）地域の福祉保健課題への理解と協力 

南区地域福祉保健計画など地域における福祉保健に関する計画や課題について区と協働して

取り組み、必要に応じて福祉保健に関する南区等の事業に協力します。 

 

（４）職員配置及び経費等（実施事業を支える体制） 

ア 職員配置 

拠点の指定管理業務に従事する職員として、常勤換算で１名以上を業務に従事させます。 

なお、拠点の開館時間中は、常時１名以上の職員体制（常勤・非常勤の別は問いません）をと

ることとします。 

職員の資格要件はありませんが、職員のうち１名を管理運営責任者に定めることとします。 

 

イ 指定管理料（指定管理期間中の各予算案が、横浜市会において議決されることを予算執行の条

件とするものです。） 
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拠点の運営に係る人件費、事業費、事務費、管理費等の経費に充てるため、横浜市は指定管理

者に対して指定管理料を支払います。 

管理費には、施設の維持保全にかかる清掃、点検、小破修繕を含む補修費の経費を含みます。 

指定管理料は申請の際に提出された指定管理料提案書を基に、会計年度（４月１日から翌年３

月 31日まで）ごとに、横浜市の予算の範囲内で、横浜市と指定管理者が協議して決定します。指

定管理料の金額、支払い時期、方法等は協定で定めます。 

各年度の指定管理料決定のための協議の際に、選定時の提案書で示された指定管理料の金額か

ら減額する場合には、管理運営や事業内容等（開館日数や開館時間の変更等を含む）に関して、

横浜市と指定管理者の間で協議を行うこととします。 

なお、指定管理者による管理運営の水準が、この申請要項や協定で定めたものに満たなかった

場合には、指定管理料の減額を行うことがあります。減額の基準・手続き等については、協定で

定めます。 

   

ウ 小破修繕 

施設・設備・備品（点字プリンター、録音機器の修繕や更新費用）の小破修繕については、年

間合計 15万円の範囲内（指定額）で、指定管理料で負担します。年間合計 15万円を超える修繕

については、横浜市の予算の範囲内で、追加協定を結ぶこととします。 

 

エ 利用者の実費負担について 

拠点は利用料金制をとっておらず、施設の利用にかかる利用料金は徴収しません。 

ただし、印刷機、複写機等の使用にかかる印刷費・紙代等の実費は利用者の負担とし、適切に

徴収します。 

また、ボランティア講座等の事業実施にかかるテキスト代・保険料等の実費相当額を参加者か

ら徴収することができます。これら実費収入は、指定管理業務の収支報告書において適切に報告

することとします。 

 

  オ 備品等の扱いについて 

指定管理者は、本指定管理実施の用に供するため、横浜市が所有する備品等（以下「備品等（Ⅰ

種）」という。）については、「横浜市物品規則」に定められた物品管理簿を備え適切に管理を

行うものとします。 

備品等（Ⅰ種）が本指定管理実施の用に供することができなくなった場合には、横浜市と調整

のうえ、指定管理者が自己の費用により当該備品等を修繕するものとします。 

なお、多額の費用を要することなどにより修繕が困難なときは、横浜市と協議のうえ、原則と

して、当該備品等を廃棄し、同等の機能を有する備品等を購入または調達し、指定管理者が自己

の費用により購入又は調達した備品等（以下「備品等（Ⅱ種）」という。）として管理するもの

とし、備品等（Ⅰ種）と明確に区分して管理するものとします。 

 

（５）リスク分担 

指定期間内における主なリスク分担については、次の表の通りとします。これ以外のリスクに

関する対応については、別途協議するものとします。 

 

リスク 

の種類 
リスクの内容 

負担者 

横浜市 
指定 

管理者 

分担 

（協議） 

物価変動 
収支計画に多大な影響を与えるもの ○   

それ以外のもの  ○  
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資金調達 
資金調達不能による管理運営の中断等  ○  

金利上昇による資金調達費用の増加  ○  

法令等変更 管理運営に直接影響する法令等の変更   ○ 

税制変更 

消費税(地方消費税を含む)の税率等の変更   ○ 

法人税・法人住民税の税率等の変更  ○  

それ以外で管理運営に影響するもの   ○ 

許認可等 
指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新さ

れないことによるもの 
 ○  

管理運営内

容の変更 

市の政策による期間中の変更 ○   

指定管理者の発案による期間中の変更   ○ 

市会議決 
指定の議決が得られないことによる管理運営開

始の延期 
 ○  

需要変動 
大規模な外的要因による需要変動   ○ 

それ以外のもの  ○  

管理運営の

中断・中止 

市に帰責事由があるもの ○   

指定管理者に帰責事由があるもの  ○  

それ以外のもの   ○ 

施設等の 

損傷 

指定管理者に帰責事由があるもの  ○  

指定管理者が設置した設備・備品  ○  

それ以外のもの  

(負担限度

付） 

年間 

15万円 

まで 

 

利用者等へ

の損害賠償 

市に帰責事由があるもの ○   

指定管理者に帰責事由があるもの  ○  

市と指定管理者の両者、または被害者・他の第三

者等に帰責事由があるもの 
  ○ 

申請要項等 申請要項等の瑕疵・不備に基づくもの ○   

不可抗力※ 
不可抗力による施設・設備の復旧費用 ○   

不可抗力による管理運営の中断   ○ 

※不可抗力：暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵略、暴

動、ストライキなど 

 

（６）業務実施上の留意事項 

ア 関係法規の遵守について 

業務を遂行するうえで、関連する法規等を遵守することとします。 

なお、指定期間中にこれらの法令・規定等に改正があった場合は、改正された内容とします。 

 

＜主な関連法規＞ 

(ｱ) 地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

(ｲ) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号） 

(ｳ) 横浜市福祉保健活動拠点条例（平成 10年 10月条例第 40号） 

(ｴ) 横浜市福祉保健活動拠点条例施行規則（平成 10年 11月規則第 88号） 

(ｵ) 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

(ｶ) 横浜市個人情報の保護に関する条例（平成 17年２月条例第６号） 
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(ｷ) 横浜市中小企業振興基本条例（平成 22年 3月横浜市条例第 9号） 

(ｸ) 横浜市暴力団排除条例（平成 23年 12月条例第 51号） 

(ｹ) 労働関係法令（労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、最低賃金法等） 

(ｺ) 施設・設備の維持保全関係法令（建築基準法、消防法、電気事業法、水道法、建 

築物における衛生的環境の確保に関する法律） 

(ｻ) 環境法令等（エネルギーの使用の合理化等に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する

法律等） 

    ※関係法令等のリンク先 

      ＵＲＬ：http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/chiikishien-ka/kyoten/#kitei 

【その他市の計画・施策等】 

(ｱ) 横浜市地域福祉保健計画  

ＵＲＬ：http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/keikaku/ 

(ｲ) 第２期南区地域福祉保健計画 

ＵＲＬ： http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/40kusei/43project/430606.html 

http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/40kusei/43project/430607.html 

          ※指定管理期間開始時には、第３期南区地域福祉保健計画を推進することとなります。 

 

イ 区行政との協働について 

指定管理者は、区政運営方針や区地域福祉保健計画等、区の方針のもと、福祉保健活動拠点の

役割を理解し、区と協働して事業に取り組み、市民に対する福祉保健サービスの向上に努めるこ

ととします。 

 

 ウ 業務の基準・評価について 

 

（ア）事業計画書・事業報告書等の提出 

指定管理者は、単年度の運営状況だけではなく、指定管理期間内の継続的改善の仕組みを検

討し、毎年度、事業計画書及び事業報告書等を作成し、横浜市に提出します。これらの提出物

については、区が公表することとします。 

なお、事業計画書及び事業報告書等の内容については、協定等において定めるものとします。 

 

（イ）自己評価の実施 

業務の質やサービスの向上を図ることを目的に、利用者等から施設運営に関する意見を聴取

し、年１回以上、自己評価を実施することとします。 

 

（ウ）第三者評価の実施 

横浜市では、客観的な視点からの評価を受けることで、指定管理者が自ら必要な業務改善を

行い、サービスの質の向上等を図ることを目的として、第三者評価の受審を指定管理者の義務

としています。 

拠点に関する第三者評価は、横浜市が定めた共通評価基準に基づき、横浜市が認定した民間

評価機関（ＮＰＯ法人、シンクタンク等）による評価を受けることとし、これらの結果は区及

び指定管理者双方でホームページ等に公表します。 

なお、受審時期は、指定期間の始期から３年以内のうち横浜市との協議により定める時期を

原則とします（受審に伴う費用は指定管理料での負担となります。ただし、指定管理料として

積算が認められるのは１回分のみです。任意で２回以上第三者評価を受けていただくことは可

能です）。 

 

 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/chiikishien-ka/kyoten/#kitei
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/keikaku/
http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/40kusei/43project/430606.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/40kusei/43project/430607.html
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  （エ）福祉保健活動拠点事業実績評価の実施 

      運営の質の向上を図ることを目的として、区は、拠点から提出された事業実績評価を踏まえ、

達成状況を評価します。その後、目標の達成状況を区、拠点双方で共有し、次年度の計画に反

映させます。評価結果については区が公表することとします。 

 

 （オ）運営状況の報告 

    指定管理者は、横浜市、南区の求めに応じ、運営状況について適宜報告するものとします。 

 

（カ）業務の基準を満たしていない場合の措置 

横浜市は、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合、指定管理者が必要な

改善措置を講じるよう指示を行います。 

それでも改善が見られない場合、横浜市は地方自治法第 244条の２第 11項に基づき、その指

定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部もしくは一部を停止する場合があります。この場

合、横浜市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。 

また、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく管理運営を行うことができるよう、

必要な引継ぎを行うものとします。 

 

エ その他 

 

（ア）個人情報の保護について 

指定管理者が管理業務を実施するにあたっては、「横浜市個人情報の保護に関する条例」（平

成 17年 2月横浜市条例第６号）の規定が適用され、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、

個人情報を適正に取り扱うことが必要です。 

また、横浜市等が実施する個人情報保護に関する必要な研修に参加するとともに、従事者に

対して必要な研修を行うこととします。 

 

（イ）情報公開の実施について 

指定管理者が管理業務を実施するにあたり、横浜市に準じた情報公開の対応を行うこととし

ます。 

「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 2号）の趣旨に

則り横浜市が別途示す「標準規程」に準拠して、指定管理者が「情報公開規程」を作成し、そ

れに基づき、文書開示請求等に対して適切に対応することとします。 

   

  （ウ）公正中立性の確保について 

     指定管理者は、公の施設として、市民、地域団体、事業者等に対して公正中立な立場で業務

にあたることとします。 

 

（エ）事故への対応・損害賠償について 

指定管理者は、施設において事故防止に努めるとともに、発生した事故への損害賠償等の対

応に関して、次のとおり義務を負うこととします。 

① 施設における事故防止及び事故発生時の対応に備えて、指定管理者はあらかじめ事故防

止・事故対応マニュアルを定めるとともに、事故発生時には直ちにその旨を横浜市へ報告し

なければなりません。 

② 指定管理者の責めに帰すべき事由により、横浜市又は第三者に損害を与えた場合には、指

定管理者においてその損害を賠償しなければなりません。 

③ 指定管理者は、損害保険会社により提供されている指定管理者に対応した施設賠償責任保

険に加入し、当該保険からの保険金により損害賠償責任に対応するものとします。なお、対
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人補償の保険金額は１億円以上とし、横浜市を追加被保険者とします。 

 

（オ）苦情・要望について 

指定管理者は利用者等から寄せられる苦情や要望に十分応えることのできる体制を整えるこ

ととします。また、苦情・要望処理報告書を作成し、横浜市に提出することとします。 

 

（カ）利用の継続 

業務の開始にあたっては、現に拠点を利用している利用者の継続利用を妨げないこととしま

す。 

また、利用者に関する情報は、利用者の同意を得て、指定期間終了時には次期指定管理者に

引き継ぐこととします。 

 

（キ）事業の継続が困難となった場合の措置 

① 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合                     

横浜市は地方自治法第 244条の２第 11項に基づき、指定の取り消しをすることができるも

のとします。その場合は横浜市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。 

また、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の管理運営業務を遂行で

きるよう、次期指定管理者に対して引継ぎを行うものとします。 

② 当事者の責めに帰することができない事由による場合                 

横浜市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により、事業の継続が困難に

なった場合は、事業継続の可否について協議するものとします。 

 

（ク）協定書の解釈に疑義が生じた場合等の措置 

協定書の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場合については、横

浜市と指定管理者は誠意を持って協議するものとします。 

 

（ケ）公租公課 

指定管理者は法人に係る市民税等の納税義務者となる可能性がありますので、財政局主税部

法人課税課、所轄の県税事務所及び税務署にお問合せください。 

 

（コ）施設の定期的点検の実施 

横浜市建築局保全推進課が策定した「維持保全の手引き」「施設点検マニュアル」に基づき、

指定管理者が施設・設備の定期的な簡易点検及び横浜市への報告等を行うものとします。 

 

（サ）災害等発生時の対応 

① 指定管理者は、災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保や必要な通報等についての

マニュアルの作成及び法令・規則等で定められている防災訓練等を実施し、緊急事態の発生

時には的確に対応することとします。また、警察、消防等に要請するような災害等の緊急事

態が発生した場合には、ただちに区にその旨を連絡することとします。 

② 災害等の発生時には、市または区と締結する「災害時等における施設利用の協力に関する

協定」等の有無にかかわらず、被災者の援助活動等に関して市の求めがあった場合には、協

力するよう努めることとします。 

③ 日頃から地域の様々な情報に触れることができるという利点を活かし、災害発生に備えた

地域の活動を支援することとします。 

 

  （シ）急病等への対応 

       指定管理者は、利用者等の急な病気、けが等に対応できるよう、マニュアルを作成するととも
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に、近隣の医療機関と連携し、緊急時には的確な対応を行うこと。 

 

（ス）廃棄物の対応  

拠点から発生する廃棄物の抑制に努めるとともに、横浜市役所の分別ルールに沿って適切に  

分類を行い、可能な限り資源化していくなど「横浜市一般廃棄物処理基本計画（ヨコハマ３R夢

(スリム)プラン）」等に沿った取組を推進することとします。 

 

（セ）区社協等の事務室使用について 

①区社会福祉協議会の事務室使用  

横浜市は、南区社会福祉協議会が拠点の事務室等の一部を使用することについて、目的外使

用許可をする予定です。目的外使用にかかる光熱水費は、南区社会福祉協議会が負担します。

使用面積については、「８ 施設の詳細」を参照ください。 

②自動販売機の設置     

自動販売機等の設置については、行政財産の目的外使用許可を申請のうえ、横浜市の定める

基準に従って行うものとします。 

なお、自動販売機使用にかかる電気料金は、指定管理料で支出する光熱水費からは除外しま

す。 

指定管理者が自動販売機業者等から徴収する売上手数料については、指定管理者が当該業者

と締結する委託契約書等に規定するとともに、指定管理者の収入として、適正に経理すること

とします。 

 

（ソ）横浜市暴力団排除条例の遵守 

横浜市暴力団排除条例（平成 23年 12月横浜市条例第 51号）の施行にともない、指定管理者

は公の施設の利用等が暴力団の利益になると認められる場合、その利用許可等を取り消すこと

ができるとしています。指定管理者は当該条例の趣旨に則り、適正に施設の管理運営を行って

ください。 

 

（タ）横浜市中小企業振興基本条例を踏まえた取組の実施 

   横浜市では、横浜市中小企業振興基本条例（平成 22年 3月横浜市条例第 9号）を施行し、市

内中小企業への優先発注の徹底に努めています。 

   指定管理者は、本条例の趣旨を踏まえ、修繕等の発注、物品及び役務の調達等にあたって、

市内中小企業への優先発注に努めるものとします。 

   なお、横浜市は本施策の取組状況を確認するため、指定管理者に対して、指定期間中の発注

状況についての調査を実施する場合があります。 

＜参考＞ 

   横浜市ホームページ「入札・契約情報」のページから、有資格者名簿を閲覧することができ

ます。 

ＵＲＬ：http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/info.html 

 

（チ）財務状況の確認 

   安定的な管理運営が確保されているかを確認するため、横浜市は年度に１回、指定管理者と

なっている団体（共同事業体においては各構成団体）について選定時と同様の財務状況確認を

行います。そのため、各団体から財務諸表等の財務状況について確認できる書類を提出してい

ただく必要があります。 

 

（ツ）ウェブアクセシビリティ 

   指定管理者は、ウェブサイト等インターネットを利用して情報を受発信する場合は、すべて

http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/info.html
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の人が安全かつ適切に情報を得られるよう、セキュリティを確保し、アクセシビリティに配慮

すること。 

 

（テ）その他市政への協力   

その他環境対策や区局の運営方針等、市政に関して協力するよう努めることとします。 

 

（ト）その他 

その他、記載のない事項については、横浜市南区長と協議を行うこととします。 

 

 ６ 選定に関する事項 

（１）選定スケジュール 

     

内容 実施時期 

申請要項の配布 平成 27年１月７日（水）～２月６日（金） 

申請要項に関する質問受付 平成 27年１月 19日（月）～１月 23日（金） 

申請要項に関する質問回答 平成 27年１月 30日（金）頃（予定） 

申請書類の提出期限 平成 27年２月２日（月）～２月６日（金） 

審査・選定（面接審査実施） 平成 27年３月中下旬（予定） 

選定結果の通知・公表 平成 27年４月 上 旬（予定） 

指定管理者の指定 平成 27年９月中下旬（予定） 

指定管理者との協定締結 平成 28年３月締結（予定） 

 

（２）申請手続きについて 

ア 申請要項の配布 

（ア） 配布期間 

平成 27年１月７日（水）から２月６日（金） 

    （土・日・祝日を除く午前８時 45分から午後５時まで） 

（イ） 配布場所：南区役所福祉保健課事業企画担当（区役所３階 50番窓口） 

南区ホームページからもダウンロードができます。 

ＵＲＬ：http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/60profile/61sisetsu/kyoten-sentei.html 

 

イ 質問の受付 

申請要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

（ア）受付期間 

平成 27年１月 19日（月）午前９時から１月 23日（金）午後５時まで 

（イ）受付方法 

FAX※または E-mailで「質問書」（別紙）を南区福祉保健課事業企画担当にお送りくださ

い。電話でのお問合せには応じられませんのでご了承願います。 

※Faxの場合は、送信後に担当まで電話で着信確認をしてください。 

＜提出先＞南区福祉保健課事業企画担当 

     Fax 045-721-0789 

Email mn-fukuho@city.yokohama.jp 

 

ウ 質問への回答 

回答方法：平成 27年１月 30日（金)（予定）に、南区ホームページの掲載により回答します。 

 

http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/60profile/61sisetsu/kyoten-sentei.html
mailto:mn-fukuho@city.yokohama.jp
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エ 申請書類の受付 

（ア）申請書類 

「６（４）申請手続きについて」を参照 

（イ）提出期限 

平成 27年２月２日（月）午前９時から平成 27年２月６日（金）午後５時まで 

（ウ）提出方法 

南区役所福祉保健課事業企画担当（区役所３階 50番窓口）まで、ご持参又は記録が残る送

付方法（簡易書留等）でご提出ください（受付期間内必着）。 

＜提出先＞〒232-0018 横浜市南区花之木町３－48－１ 

         南区役所福祉保健課事業企画担当 

 

（３）審査・選定の手続きについて 

ア 審査方法 

選定委員会で審査を行い、その結果に基づき、横浜市南区長が指定候補者を選定します。 

審査は、申請書類及び面接審査等に基づき、指定管理者評価基準項目に従い総合的に実施しま

す。また、面接審査ではプレゼンテーションを行っていただき、それに対する質疑を行います。

このため、団体の代表者又は代理の方合計３名までの出席をお願いします。 

面接審査については、後日詳細をお知らせいたします。 

なお、選定委員会による審査及び横浜市南区長による選定後、横浜市会の議決を経て横浜市南

区長が指定の通知を行うことにより、拠点の指定管理者として正式に指定されます。 

 

イ 選定委員 

 

氏  名 備   考 

北岡 英子 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授 

岩田 春男 南区連合町内会長連絡協議会監事 

粟飯原 勉 六ツ川大池地区社会福祉協議会会長 

飯野 忠明 大岡地区民生委員児童委員協議会会長 

上野 まり 南区介護認定審査会委員 

香西 玲子 南区障害児者団体連絡会副会長 

髙羽 貴子 南区主任児童委員連絡会副代表 

 

ウ 会議の公開 

選定委員会の会議は、原則公開とします。ただし、公開しないことが適当であると選定委員会

が判断した場合は、会議の一部又は全部を公開しないこととします。 

 

エ 評価基準項目について 

 

項  目 審査の視点 配点 

１ 運営ビジョン  10 

 
地域における福祉保健活動拠点の役

割 

地域における状況・課題を把握するとともに、

地域の将来像を踏まえ、区の施策を十分に理解

したうえで、指定管理者として行うべき取組が

具体的に考えられているか。 

10 
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２ 団体の状況   20 

  
(1) 団体の理念・基本方針・事業実績

等 

団体の理念、基本方針及び業務実績などが拠点

の設置目的等と合致し、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。 

10 

  (2) 財務状況 
団体の財務状況が健全であり、安定した経営が

できる基盤があるか。 
10 

３ 職員配置・育成   20 

  (1) 職員の確保・配置 

十分な職員が確保されており、常に円滑な業務

を実施できる体制がとれるか。また、地域福祉

保健活動等の経験がある職員を配置すること

を意識し、実現性が高いか。 

10 

 (2)育成・研修 

福祉保健活動拠点の機能を発揮するための、人

材育成及び研修計画は効果的・具体的な内容に

なっているか。 

10 

４ 施設の管理運営   35 

  
(1) 施設及び設備の維持保全及び管

理・小破修繕の取組 

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）計画及び

積極的な修繕計画となっているか。 

10 

  
(2) 事故防止体制・緊急時の対応及び

防災に対する取組 

事件・事故の防止体制が適切か。事故発生時、

緊急の対応、連絡体制などに具体性があり適切

か。日常的な防災への取組の考え方が具体的な

内容になっているか。 

10 

 
(3) 利用者のニーズ・要望・苦情への

対応 

利用者の意見・要望・苦情等の受付方法や、こ

れらに対する改善方法が具体的な内容になっ

ているか。 

５ 

  

(4) 個人情報保護・情報公開、人権尊

重の取組 

・個人情報保護の取組が具体的な内容になって

いるか。情報公開への取組が適切であるか。 

・また、人権尊重など本市の施策を踏まえた取

組となっているか。 

５ 

(5) 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 

・ヨコハマ３R夢(スリム)プランを踏まえた取

組になっているか。 

・横浜市中小企業振興条例の趣旨を踏まえた取

組となっているか。 

５ 

５ 事業の企画・実施   100 

 (1) 事業計画、事業展開 
具体的な目標を掲げ、目標達成に向けた具体策

と達成時期が明示されているか。 
10 

  (2) 施設の利用促進 
施設利用率の数値目標を立て、ボランティア等

の育成支援を踏まえた利用促進の方針があり、
30 
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実行性及び実現性を伴う計画となっているか。 

  
(3) ボランティアに関する情報収

集・提供 

支援を必要とする人・団体のニーズについて、

情報収集及び提供の方法が具体的な内容とな

っているか。 

30 
  (4) ボランティアに関する相談・紹介 

ボランティアコーディネートについての方法

が具体的であり、活性化のための計画となって

いるか。 

  (5) ボランティアの育成・支援 

・ボランティアの発掘・育成のための計画が具

体的であるか。 

・ボランティア団体・活動者への支援策が具体

的な内容となっているか。 

  

  

  

(6) 利用団体、 関係機関及び地域団

体との連携 

利用団体、関係機関及び地域団体の情報を十分

に把握しており、連携に対する方針が明確であ

るか。 

10 

 (7)区行政との協働 

区の方針等を十分に把握したうえで連携する

具体的な考えがあるか。また、福祉保健活動拠

点の役割を理解し、区と協働して取り組む計画

となっているか。（地域福祉保健計画、運営方

針、区事業等） 

10 

 (8)公正中立性の確保 

公の施設として、市民・団体等に対して、公正

中立な対応を図るための取組が示されている

か。 

10 

６ 収支計画及び指定管理料  15 

 
(1)指定管理料の額及び施設の課題等

に応じた費用配分 

・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。 

・利用者サービスのための経費の配分など、施

設の特性や課題に応じた費用配分となってい

るか。 

10 

 (2)運営費の効率性 運営費等を低額に抑える工夫がされているか。 ５ 

合  計 200 

なお、選定委員会の定める最低基準に満たないときは、再度選定を行うこととなります。 

また、財務状況の評価が著しく悪い場合は、選定から除外する場合があります。 

 

オ 選定結果の通知及び申請書類の公表（横浜市会での議決を停止条件として通知・公表） 

選定結果は、申請者に対して速やかに通知します。また、選定の経過及び結果は、南区ホーム

ページへの掲載等により公表します。 

ＵＲＬ：http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/60profile/61sisetsu/kyoten-sentei.html 

 

指定候補者の申請書類についても、原則として、指定の議決後公表します。 

 

カ 指定管理者の指定 

市会の議決後に、指定管理者を指定します。（平成 27年９月頃予定） 

   

http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/60profile/61sisetsu/kyoten-sentei.html
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キ 指定管理者との協定締結 

「７ 協定及び準備に関する事項」を参照 

 

（４）申請書類ついて 

次の申請書類をアから順に並べ、原本を１部、写しを 15部提出してください。 

なお、写しの書類のうち 14部はファイル綴りとし、１部についてはファイルやステープラー等で

留めず、クリップ留めで提出してください。各書類にはページ数及びインデックスを付してくださ

い。用紙サイズは原本で用紙サイズが決まっているもの以外は、Ａ４サイズに統一してください。 

 

ア 横浜市南区福祉保健活動拠点 指定管理者の申請関係書類（表紙） 

イ 指定申請書（様式１）（横浜市福祉保健活動拠点条例施行規則 別記様式） 

ウ 事業計画書（様式２） 

エ 指定管理料提案書及び収支予算書（様式３） 

オ 福祉活動及び保健活動の実績報告書（様式４） 

カ 団体の概要（様式５） 

キ 役員等氏名一覧表（様式６） 

※県警照会用エクセルファイル（データ）も提出してください。 

ク 欠格事項に該当しない宣誓書（様式７） 

ケ 定款その他これに類する書類（寄付行為、規約等） 

コ 法人にあっては、法人の登記事項証明書 

サ 指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収

支計算書及び事業報告書（様式自由） 

シ 直近３か年の事業年度の貸借対照表、財産目録、損益計算書等及び様式のエクセルファイルデ

ータ（ＣＤ―Ｒ）※エクセルデータで提出できない場合は紙のみでも可）。 

ス 税務署発行の納税証明書「その３の３」（法人税・消費税及び地方消費税について未納税額の

無い証明書になります。） 

セ 横浜市税の納税状況調査の同意書（様式８） 

※なお、指定管理者として指定された後は、この同意書をもとに、毎年度本市への納税状況（本 

市の課税状況の有無を含め）について状況調査を行います。） 

ソ 法人税及び法人市民税の課税対象となる収益事業等を実施していないことの宣誓書（様式９） 

タ 労働保険（労災・雇用）の加入を確認できる書類：労働局、労働基準監督署又は労働保険事務

組合発行の労働保険料の領収書の写し（直近の１回分）等 

チ 健康保険の加入を確認できる書類：年金事務所又は健康保険組合発行の健康保険料の領収書の

写し（直近の１回分）等 

ツ 厚生年金保険の加入を確認できる書類：年金事務所又は健康保険組合発行の厚生年金保険料の

領収書の写し（直近の１回分）等 

※加入の必要がないため、ソ・タ・チのいずれかの領収書の写し等の提出ができない場合は、

「労働保険・健康保険・厚生年金保険の加入の必要がないことについての申出書」（様式 10）を

提出してください。 

テ 団体の現在の組織、人事体制を示す人事労務関係の書類（就業規則、給与規定等） 

ト 設立趣旨、事業内容のパンフレットなど団体の概要がわかるもの 

 

その他、必要に応じて、書類の提出を求める場合があります。 

 

（５）申請条件等について 

ア 欠格事項 

次に該当する団体は、申請することができません。 
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（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）労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金保険）への加入の必要

があるにも関わらず、その手続きを行っていないもの。 

（ウ）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 

（エ）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 

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

と 

（カ）選定委員が、申請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 

（キ）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。）又は暴力団経営支配法人等（横浜市暴力団排除条例（平成 23

年 12月横浜市条例第 51号）第２条第５号に規定する暴力団経営支配法人等をいう。）その構

成員の統制下にある団体あること 

    ※ 本項目については、提出いただく「役員等氏名一覧表」により、横浜市から神奈川県警

本部に対し調査・照会を行います。 

（ク）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） 

 

イ 申請要項の承諾 

申請者は、申請書類の提出をもって、本申請要項の記載内容を承諾したものとみなします。 

 

ウ 接触の禁止 

選定委員、横浜市職員その他の本件関係者に対して、本件申請について直接・間接を問わず接

触を禁じます。 

 

エ 複数案提出の禁止 

申請書類の提出は、一案までとします。複数案の提出はできません。 

 

オ 内容変更・追加の禁止 

提出された申請書類の内容の変更又は申請書類の追加はできません。ただし、選定委員会が認

めた場合はこの限りではありません。 

 

カ 団体職員以外の者による、以下の行為の禁止 

選定を受けるにあたって、選定対象団体の職員以外が、以下の行為を行うことを禁止します。 

（ア）事業計画書等、申請書類の作成（作成に関する技術的な助言等は可とします） 

（イ）選定委員会の面接審査への出席 

 

キ 選定対象者の失格 

選定対象者が次の事項に該当した場合は、失格となることがあります。 

①申請要項に定める手続きを遵守しない場合 

②申請書類に重大な虚偽のを記載した場合 

 

ク 申請書類の取扱い 

申請書類は理由を問わず返却しません。 

 

ケ 申請書類・選定記録の開示 

指定管理者・指定候補者の申請書類については、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」

に基づく情報開示請求が提出された場合は、原則として請求者に対して開示されることとなりま
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す。また、選定記録は、評点も含めて同条例に基づく情報公開請求によって開示する場合があり

ます。開示にあたっては、横浜市が定める非開示事項を除きます。 

ＵＲＬ：http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/shiminjoho/ （市民情報室ホームページ） 

 

コ 費用負担 

申請に関して必要となる費用は団体の負担とします。 

 

サ 申請書類の著作権 

団体の提出する申請書類の著作権は作成した団体に帰属します。 

 

７ 協定及び準備に関する事項 

（１）協定の締結 

選定委員会による審査及び選定後、南区は指定候補者と細目について協議を行い、その後、市会

の議決を経て指定管理者として指定された後に、基本協定を締結します。 

また、毎年度、指定管理料の金額等に関する年度協定を締結します。 

 

（２）協定の主な内容 

ア 管理運営業務の範囲及び内容 

イ 法令の遵守 

ウ 管理運営業務実施上の規定等(第三者への再委託、緊急時の対応、施設の保全・改修等) 

エ 管理運営費用に関する事項（口座管理、指定管理料支払い方法の原則、光熱水費支払い方法の 

原則等） 

オ 管理運営業務実施状況の確認方法及び確認事項 

カ 施設の維持保全及び管理に関する事項 

キ 施設内の物品等の所有権の帰属に関する事項 

ク 債権債務の譲渡等の禁止に関する事項 

ケ 管理運営業務に関し保有する個人情報の保護に関する事項 

コ 指定管理満了に関する事項 

サ 指定の取消及び管理業務の停止に関する事項 

シ 協定内容の変更に関する事項 

ス その他必要な事項 

 

（３）準備業務 

指定管理期間の開始までに、準備業務として、①事業計画書作成業務、②横浜市との連携・調整

業務を行っていただきます。詳細については指定候補者に提示します。 

   

（４）指定取消及び管理業務の停止 

指定管理者が行う施設の管理の適正を期すために横浜市が行う指示に従わないとき、その他指定

管理者による管理を継続することが適当でないと認められるときは、地方自治法第 244条の 2第 11

項の規定に基づき、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停

止を命ずることがあります。 

指定取消又は管理業務の停止を行う必要がある場合の例として、以下のようなものが考えられま

す。 

① 当該施設の設置条例又は協定の規定に違反したとき 

② 法第 244条の 2第 10項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに応じず又は虚偽

の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき 
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③ 法第 244条の 2第 10項の規定に基づく指示に従わないとき 

④ 当該施設の指定管理者申請要項に定める資格要件を失ったとき 

⑤ 申請に際して提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき 

⑥ 指定管理者の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難にな

ったと判断されるとき 

⑦ 指定管理者の、指定管理業務に直接関わらない法令違反等により、当該団体に管理業務を継

続させることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき 

⑧ 指定管理者の責に帰すべき事由により管理業務が行われないとき 

⑨ 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵

略、暴動、ストライキなどの市又は指定管理者の責に帰することのできない自然的又は人為

的な現象を言う）により管理業務の継続が著しく困難になったと判断されるとき 

⑩ 指定管理者から、指定の取消又は管理業務の全部又は一部の停止を求める書面による申し出

があったとき 

⑪ 当該施設が、公の施設として廃止されることとなったとき 

⑫ その他、横浜市が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき 

 

なお、指定管理者の責に帰すべき事由により指定取消又は管理業務の停止を行った場合には、

指定管理料の減額またはすでに支出した指定管理料の返還、また横浜市に損害が発生した場合の

損害賠償の支払い等を求めることがあります。 

また、指定管理者が本市一般競争入札及び指名競争入札に参加する資格を有する者であり、指

定期間中に横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に定める措置要件に該当する場合は、

一般競争参加停止及び指名停止を行います。 
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８ 施設の詳細 

（１） 施設の概要 

ア 施設名称   

横浜市南区福祉保健活動拠点 

愛称「トモニ―」 

平成 16年に拠点の愛称を公募により「トモニ―」と定めており、この愛称は継続して使用す

ることとします。 

イ 所在地 

横浜市南区浦舟町３丁目 46 浦舟複合福祉施設８階 

ウ 開所年月日 

平成 16年７月 

エ 開館時間  

  月曜日～土曜日：午前９時～午後９時まで 日曜日・祝日：午前９時～午後５時 

オ 休館日  

   年末年始（12月 29日から１月３日まで） 

  カ 建物概要 

旧市大浦舟病院１号館を横浜市が地域ケアプラザ、特別養護老人ホーム等との複合福祉施設と

して再整備しています（昭和 42年 11月竣工、平成 16年５月改築、耐震補強工事済） 

鉄骨コンクリート造・地上 12階、エレベーターあり 

キ 拠点面積 

敷地総面積    ２，８６６㎡ 

建物延床総面積 ２２，８８０．４５㎡ 

拠点面積       ９４２．３８㎡ 

（専用面積４３９．９３㎡、拠点内共用２６９．３２㎡、全体共用２３３．１３㎡） 

ク 管理について 

施設の経費負担及び管理については、別添資料Ⅰ「浦舟複合福祉施設の管理に関する協定書等」

参照 
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ケ 案内図・平面図等 

（ア）案内図 

 

●市営地下鉄「阪東橋駅」より徒歩約５分 
 

（イ）平面図等 

   別添資料Ⅱ「横浜市南区福祉保健活動拠点平面図」参照 

 

コ 複合施設としての留意点 

（ア）本拠点は、浦舟複合福祉施設（以下、「複合施設」という。）の１１施設が一体的に整備さ

れており、他１０施設と連携して施設管理をすることが必要です。（別添資料Ⅰ「浦舟複合福

祉施設の管理に関する協定書等」参照） 

   また、この施設はビル衛生管理法の適用になります。 

（イ）ケアプラザについても、同時期に別途公募を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
南区福祉保健活動拠点 

（浦舟複合福祉施設８階）  

地下鉄阪東橋駅 
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（２）諸室の概要及び面積 

  ※備品の詳細については、別添資料Ⅲ「横浜市南区福祉保健活動拠点備品台帳」をご覧ください。 

 

部屋の名称 面積（㎡） 機   能 主な設置備品等 ( )は数 

団体交流室 

 

 

 

117.25 

 

 

地域の福祉保健団体等の事

務・作業・打合せスペース。 

コートハンガー(1)、ジョインテーブル(14)、

会議用テーブル(1)、会議用イス(42)、MX 型デ

スクシステム(1)、メールボックス(1)、ピクチ

ャーレール(17)、紙折り機(1)、コピー付ホワ

イトボード(1)、断裁機(1)、液晶テレビ(1)、

DVD プレイヤー(1)、ビデオデッキ（1）、P て

れふぉん(1)、FAX(1)、等 

対面朗読室 

編集室 

20.91 視覚障害者に対する朗読サ

ービス。録音テープダビン

グ、発送。空いているとき

は会議室として使用。 

会議用イス(7)、カセットプリンター(1)、カセ

ットデッキ(3)、ミキサー(1)、モノラル MO デ

ィスクレコーダー(1)、電子ブックプレーヤー

(1)、CD レコーダー(1)、CD-R デュプリケータ

ー(1)、パソコン(1)、プレストークポータブル

レコーダー(1)、外付けスピーカー(1)、20万語

読み方書き方辞典(1)、歴史人名読み方書き方

辞典(1)、等 

録音室 

 

14.03 視覚障害者に対する録音テ

ープ吹込み。防音仕様。 

カセットデッキ(2)、ACパワーサプライ(1)、マ

イクブームスタンド(1)、デジタル録音編集機

DX-5U(1)、等 

点字製作室 

 

15.96 視覚障害者に対する点字印

刷物作成。パソコンによる

点字打出し、発送。空いて

いるときは会議室として使

用。 

会議用イス(7)、点字プリンター(1)、防音キャ

ビネット(1)、液晶モニター(1)、フラットヘッ

ドスキャナー(1)、点字プリンター(1)、パソコ

ン (1)、ブレイルスター forWindows(1)、

PC-TalkerXP(1)、MYREAD(1)、等 

多目的研修

室 

92.37 研修、講座等の開催。 

福祉保健活動団体会議等。 

 

コートハンガー(2)、フラップ型会議テーブル

(21)、チェアポーター(3)、会議ツール演題

50(1)、肘なしチェアー(1)、会議用イス(60)、

映写台(1)、等 

事務室 100.86 区社協職員との共用 13.11

㎡が拠点職員の事務スペ

ース 

3連リサイクルボックス(1)、事務用チェア（1）、

片袖机(1)、キーケース(1)、コンデンサーマイ

クロフォン(1)、CDラジカセ(3)、マルチプロジ

ェクター(1)、等 

打合せ 

スペース 

14.26 区社協職員との共用 1.85

㎡が拠点職員の打合せスペ

ース 

 

倉庫 64.29 倉庫Ⅰは拠点の備品・書類

保管専用（8.36㎡） 

倉庫Ⅱは区社協が使用

（55.93㎡） 

Ｊラック（可動棚）(3)、脚立(1)、等 

拠点専用 

部分計 

439.93 ― ― 

共 用 部 分

（廊下等） 

269.32 廊下等 213.93㎡ 

トイレ 48.01㎡ 

傘立て(2)、センターテーブル(1)、応接チェア

(4)、等 
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給湯室  7.38㎡ 

拠点内合計 709.25 うち区社協が利用する面積は、事務室 87.75㎡、打合せスペース 12.41㎡、

倉庫 55.93㎡の合計 156.09㎡（拠点合計面積の 22％） 

全体共用 172.57 ― ― 

駐車場 60.56 60.56 ㎡(６台分)を区社協

が使用 

― 

合 計 

 

942.38 

 

 

 

 

（３）利用団体・利用方法に関する事項 

ア 利用団体について 

拠点を利用できる団体は、地域において自主的に福祉活動または保健活動を行う団体です。営利目

的の団体は利用できません。 

分 類 例 

ボランティア団体 録音グループ、手話サークル、拡大写本グループ、点訳グループ 

当事者団体 セルフヘルプグループ、リハビリの会、家族会 

その他福祉保健推進団体 地区社協・区民児協・地区民児協・保健活動推進員会 

 

イ 利用方法等について 

（ア）団体登録 

利用を希望する団体に登録申請書及び団体の状況を説明する資料等を提出してもらい、内容を確認

し、問題がなければ利用団体として登録します。手続き完了後、団体に対し登録書を発行します。 

（イ）諸室利用申込みの受付 

申込期間：利用希望月の６か月前の１日から、使用月の３日前まで 

（ただし、部屋が空いていれば利用当日でも申込み受付及び貸出を実施） 

申込方法：窓口または電話申込みにより仮予約を受け、原則として利用日３日前までに使用許

可申請書を提出してもらう。 

（ウ）ロッカー及びメールボックスの利用について 

団体の事務作業や活動を支援するため、団体交流室内にロッカー及びメールボックスが設置さ

れており、希望団体に貸し出します。利用期間は貸し出し日から最初に迎える３月 31日までとし、

継続を希望する場合は１年単位で更新が可能です。 

（エ）利用調整会議の開催について 

拠点の円滑な利用と利用推進を目的として、利用調整会議を開催します。 
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横浜市南区福祉保健活動拠点 

指定管理者の申請関係書類（表紙） 
１ 提出書類は、本表紙の□欄に確認した旨のレ印を記入し、各書類にはページ数及びインデ

ックスを付けてください。 

２ 用紙サイズについて、原本で用紙サイズが決まっているもの以外は、Ａ４サイズに統一し、

文字は明瞭なものを提出してください。 

３ 提出書類には本表紙をつけ、アから順に並べ、原本１部、写しを 15部提出してください。

なお、写しの書類のうち 14部はファイル綴りとし、１部についてはファイルはステープラー

等で留めず、クリップ留めで提出してください。 

４ 事業計画書（様式２）においては、業務の工夫等について、具体的に記載してください。 

団体名  

確認欄 提出書類名 ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号 

□ ア 横浜市南区福祉保健活動拠点 指定管理者の申請関係書類（表紙） － 

□ イ 指定申請書（様式１） １ 

□ ウ 事業計画書（様式２）  ２ 

□ エ 指定管理料提案書及び収支予算書（様式３）  ３ 

□ オ 福祉活動及び保健活動の実績報告書（様式４） ４ 

□ カ 団体の概要（様式５） ５ 

□ キ－１ 申請団体役員名簿（様式６） ６－１ 

□ キー２ 県警照会用エクセルファイル（データによる提出） ６－２ 

□ ク 欠格事項に該当しない宣誓書（様式７） ７ 

□ ケ 定款その他これに類する書類（寄付行為、規約等） ８ 

□ コ 法人にあっては、法人の登記事項証明書 ９ 

□ 
サ 指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画

書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書（様式自由）【※１】 
10 

□ 
シー１ 直近３か年の事業年度の貸借対照表、財産目録、損益計算書等 

（任意団体においては、これらに類する書類）【※２】 
11-1 

 シー２ シー１のエクセルファイル 11-2 

□ 
ス 税務署発行の納税証明書「その３の３」（法人税・消費税及び地方消

費税について未納税額の無い証明書になります。） 
12 

□ セ 横浜市税の納税状況調査の同意書（様式８） 13 

□ 
ソ 法人税及び法人市民税の課税対象となる収益事業等を実施していない

ことの宣誓書（様式９）  ※該当の場合のみ 
14 

□ 

タ 労働保険（労災・雇用）の加入を確認できる書類：労働局、労働基準

監督署又は労働保険事務組合発行の労働保険料の領収書の写し（直近

の１回分）等 

15 

□ 
チ 健康保険の加入を確認できる書類：年金事務所又は健康保険組合発行

の健康保険料の領収書の写し（直近の１回分）等 
16 

 

９ 様式集（申請書類等） 
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□ 
ツ 厚生年金保険の加入を確認できる書類：年金事務所又は健康保険組合

発行の厚生年金保険料の領収書の写し（直近の１回分）等 
17-1 

□ 

  ※ 加入の必要がないため、タ・チ・ツのいずれかの領収書の写し等

の提出ができない場合は、「労働保険・健康保険・厚生年金保険の加

入の必要がないことについての申出書」（様式 10）を提出してくださ

い。 

17-2 

□ 
テ 団体の現在の組織、人事体制を示す人事労務関係の書類（就業規則、

給与規定等） 
18 

□ ト 設立趣旨、事業内容のパンフレットなど団体の概要がわかるもの 19 

 

【※１】指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業

年度の収支計算書及び事業報告書 

（提出日時点で前年度の決算が確定していない場合は、１年度前の収支計算書及び事業報告書） 

 

＜団体の事業年度が４月から３月の場合＞ 

平成 25年度の収支予算書及び事業計画書並びに平成 24年度の収支計算書及び事業報告書 

（提出日時点で前年度の決算が確定していない場合は、平成 24年度の収支予算書及び事業計画

書並びに平成 23年度の収支計算書及び事業報告書） 

 

【※２】指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度まで、直近３か年度分の貸借

対照表、財産目録、損益計算書等 

（提出日時点で前年度の決算が確定していない場合は、各１年度前の書類） 

 

＜団体の事業年度が４月から３月の場合＞ 

平成 25年度・平成 24年度・平成 23年度の貸借対照表、財産目録、損益計算書 

（提出日時点で前年度の決算が確定していない場合は、平成 24 年度・平成 23 年度・平成 22

年度の貸借対照表、財産目録、損益計算書） 
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様式１ （横浜市福祉保健活動拠点条例施行規則 別記様式） 

 

指 定 申 請 書 

 
    年  月  日  

(申請先) 

横浜市   区長 

所在地                  

申請者 団体名                  

代表者氏名            ㊞ 

  

 

 

次の福祉保健活動拠点の指定管理者の指定を受けたいので、申請します。 

 

横浜市南区福祉保健活動拠点 

 

(注意) 申請に際しては、次の書類を添付してください。 

 

(1) 事業計画書 

(2) 定款、規約その他これら準ずる書類 

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに 

前事業年度の収支計算書及び事業報告書 

(5) 当該拠点の管理に関する業務の収支予算書 

(6) 福祉活動及び保健活動の実績報告書  

(7) その他区長が必要と認めるもの 

 

 

 (A4) 
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様式２ 事業計画書  

 

 

１ 運営ビジョン 地域における福祉保健活動拠点の役割 

地域の状況・課題や地域の将来像を踏まえ、指定管理者として行うべき取組を、具体的に記載

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 団体の状況－（１）団体の理念・基本方針・事業実績等 

団体の理念や基本方針及び事業実績等について、記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 団体の状況－（２）財務状況 

予算の執行状況、法人税等の対応の有無、財政状況の健全性、安定した経営ができる基盤等に

ついて記載してください。 
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様式２ 事業計画書  

 

 

３ 職員配置・育成－（１）職員の確保、配置 

拠点を運営していく上で、必要な職員の確保、適正な配置についての考えや計画を記載してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 職員配置・育成－（２）育成・研修 

福祉保健活動拠点の機能を発揮するための人材育成及び研修計画について、記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 管理運営－（１） 施設及び設備の維持保全及び管理・小破修繕の取組 

利用者が施設を快適・安全に利用するため、及び長寿命化の観点から、施設・設備の維持管理

に関する方針を記載してください。 
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様式２ 事業計画書  

 

 

４ 管理運営－（２） 事故防止体制、緊急時の対応及び防災に対する取組 

事故防止策及び事故発生時の対応や体制、日常的な防災への取組について、具体的に記載して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 管理運営－（３） 利用者のニーズ・要望・苦情への対応 

利用者の意見・要望・苦情をどのように把握し、改善していくのか。またそれらを受けての改

善方法について、具体的に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 管理運営－（４） 個人情報保護、情報公開、人権尊重への取組 

個人情報の保護や情報公開、人権尊重の考えについて、具体的に記載してください。 
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様式２ 事業計画書 

 

 

４ 管理運営－（５） 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 

ヨコハマ３R 夢(スリム)プランや市内中小企業優先発注などに対する考え方について記載して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業－（１）事業計画・事業展開  

（前期の事業実績を踏まえて、次期ではどのような視点で事業を展開しますか。） 

拠点の施設の提供及びボランティア関係事業についての計画及び地域の特性を踏まえた事業展

開についての目標とその達成時期について、具体的に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業－（２）施設の利用促進  

（前期の事業実績を踏まえて、次期ではどのような視点で事業を展開しますか。） 

施設利用率の目標と、ボランティア等の育成支援を踏まえての目標達成のための取組について、

具体的に記載してください。 
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様式２ 事業計画書  

 

 

５ 事業－（３）ボランティアに関する情報収集・提供  

（前期の事業実績を踏まえて、次期ではどのような視点で事業を展開しますか。） 

支援を必要とする人・団体のニーズに関する情報収集及び提供の方法等について、具体的に記

載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業－（４）ボランティアに関する相談・紹介 

（前期の事業実績を踏まえて、次期ではどのような視点で事業を展開しますか。） 

ボランティアに関する相談・紹介の方法と、ボランティアコーディネートの活性化の計画につ

いて、具体的に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業－（５）ボランティアの育成・支援 

（前期の事業実績を踏まえて、次期ではどのような視点で事業を展開しますか。） 

ボランティアの発掘・育成及び支援のために実施する事業の計画や、ボランティアへの支援策

について、具体的に記載してください。 
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様式２ 事業計画書  

 

 

５ 事業－（６）利用団体、関係機関及び地域団体との連携 

（前期の事業実績を踏まえて、次期ではどのような視点で事業を展開しますか。） 

利用団体、関連機関及び地域団体の情報把握と連携について、考えを記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業－（７）区行政との協働 

（前期の事業実績を踏まえて、次期ではどのような視点で事業を展開しますか。） 

地域福祉保健計画、区政運営方針、区の事業等を踏まえたうえで、福祉保健活動拠点と区行政

との連携・協働について、具体的な計画を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業－（８）公正中立性の確保 

（前期の事業実績を踏まえて、次期ではどのような視点で事業を展開しますか。） 

市民・団体等に対して、公正中立な対応を図るための取組について記載してください。 
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様式２ 事業計画書  

 

 

６ 収支計画及び指定管理料－（１）指定管理料の額及び施設の課題等に応じた費用配分 

収支計画、利用者サービスのための経費に対する考え方について、施設の特性を踏まえて記載

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 収支計画及び指定管理料－（２）運営費の効率性 

運営費等について低額に抑える工夫を記載してください。 
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様式３ 

南区福祉保健活動拠点 指定管理料提案書及び収支予算書 
 

１ 指定管理料提案書（平成 28年度分）                （単位：千円） 

項目 内訳 積算根拠 金額 

人件費 

常勤職員  

 非常勤職員  

  

事業費 

  

 

  

  

  

  

  

参加費収入（参加者の
自己負担額）等 

内容： 
計△   千円    

事務費 

○○○リース料  

 

  

  

  

  

  

  

印刷機等使用料収入 
内容： 

計△   千円 

管理費 

※修繕費

は除く 

光熱水費 電気  千円、ガス  千円、水道  千円、計   千円 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

その他  
＜上記以外の項目で何かあれば、行を追加して記載してくだ

さい。＞ 
 

指定額 小破修繕費 建物・設備・備品の修繕費          150千円 150 

合計（税抜き）   

租税 公

課 

消費税 本則課税・簡易課税・非課税（いずれかを選択）   千円 
 

○○税   

合計（税込み）   

※様式３説明資料「福祉保健活動拠点の指定管理料の提案書等について」の内容を確認した上
で、記載をしてください。 

※事業費及び事務費の金額欄には、収入額を差し引いた金額を記載してください。 
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２ 収支予算書 
   （単位：千円） 

項目 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

(Ａ)収入合計      

内

訳 

横浜市指定管理料想定額      

その他収入（※１）      

(Ｂ)支出合計 （※２）      

内

訳 

人件費      

事業費 （※３）      

事務費      

管理費      

小破修繕費 １５０ １５０ １５０ １５０ １５０ 

その他      

租税公課      

(Ａ－Ｂ)収支      

特記事項 

（※４） 
     

 

＜注意＞ 

※１ その他収入は、参加費収入、印刷機等使用料収入以外に見込まれる収入がある場合に

記載してください。 

※２ 支出合計は、指定管理料提案書の支出額に一致します。 

※３ 事業費及び事務費はそれぞれの収入額を差し引いた金額を記載してください。 

※４ 年度によって金額の増減がある場合に、その理由などを記載してください。 
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＜様式３説明資料＞ 福祉保健活動拠点の指定管理料の提案書等について 

 

※ 指定管理料は、提案額を基に横浜市の予算の範囲内で協定にて定めます。 

※ 積算を行うにあたって使用した計算式や積算根拠など、別に提出できる資料がある場合は、

併せて提出してください。 

※ 指定管理料提案書及び収支予算書の記載欄の行及びスペースは適宜増減してください。また、

記載しきれない場合は別紙（様式指定なし）を添付してください。 

※ 指定管理料提案書の作成にあたっては、１６，５５３千円（税込み）を上限としてください。 

※ 小破修繕費（150,000円）は指定額とします。 

※ 過去３年間の管理経費（建物及び設備の保守点検経費及び光熱水費の実額）を参考に添付し

ます。 

※ 事業報告書及び収支決算書が南区ホームページに掲載されていますので、参考にしてくださ

い。ＵＲＬ：http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/60profile/61sisetsu/kyoten-houkokukeikaku.html 

※ 下記に提示する条件や内容は現時点で想定されているものであり、指定期間開始までの間に

条件等が変更することがあります。 

 

指定管理料提案書の記載方法について 

 

１ 人件費 

開館時間中（午前９時から午後９時まで。ただし、日・祝休日は午後５時まで）に、職員

１名以上を配置していることが条件です。人件費には、給料、賞与、諸手当、交通費、社会

保険料・労働保険料等を含みます。 

＜参考：職員の配置例＞ 

・常勤職員  1名 

  ・非常勤職員 複数名 

  

２ 事業費 

ボランティアに関する事業、関係機関や地域との連携に関する事業等を実施するために必

要な経費とします。ボランティア講座やボランティアに関するイベントの開催経費、広報誌・

紙の発行やホームページによる情報提供等の広報啓発経費などが想定されます。 

事業費については、利用者から実費相当額の自己負担を求めることができるものとします。

ただし、自己負担として求められるものは、材料費、講師謝金、ボランティア保険等、一人

あたりにかかった費用の考え方が明確になるもののみとし、光熱水費等その事業にかかった

一人あたりの費用を明確に把握しにくいものについては、含めないこととします。 

「指定管理料提案書」には、積算根拠の欄に参加費収入等の見込みを記入し、金額欄には

参加費収入を差し引いた金額を記載してください。 

 

３ 事務費 

事務費は、施設及び設備の提供・利用調整、ボランティアに関する事業等を実施するため

に必要な事務経費とします。事務費としては、想定されるのは以下のとおりです。具体的に

は、施設の詳細及び過去の事業報告書・収支決算書で確認してください。 

備品購入費、旅費交通費、通信運搬費（交通費、切手代、電話代、インターネット回線

使用料等）、印刷機・複写機等のリース料及び保守料、印刷製本費（利用申請書等の印

刷）、各種消耗品（コピー用紙、事務用品、トイレットペーパーなど。ただし、空調機

のフィルター交換などの施設・設備の保守にかかる消耗品は「管理費」に計上します）、

http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/60profile/61sisetsu/kyoten-houkokukeikaku.html


 36 

振込手数料、利用調整会議開催経費、施設賠償責任保険加入費、第三者評価受審料等 

なお、印刷機・複写機等の使用にかかる印刷費・紙代等の実費は、利用者の負担とし、適

切に徴収します。 

 

４ 管理費 

拠点の建物及び設備を維持管理し、利用者が安全・快適に施設を利用することができるた

めに必要な経費とします。光熱水費、清掃費、警備費、昇降機・空調・消防設備等の保守点

検費、各種法定点検費などが含まれます。なお、建築基準法第 12条に伴う点検経費は計上す

る必要がありません。 

現在の実施内容等は「８ 施設の詳細」でご確認ください。 

 

（１）光熱水費  

光熱水費は、電気、ガス、上下水道の使用料金です。拠点内に入居する南区社会福祉協

議会の使用分は使用者の負担としますので、負担額を除いた金額を計上します。本提案に

あっては、南区社会福祉協議会の使用面積を除いた面積についての光熱水費（総額の 78％）

を積算してください。 

 

（２）清掃業務 

建築物を含む全館及び敷地内について、良好な環境・衛生状態を維持すること、及び快

適な空間と美観の維持に心がけた清掃業務を実施します。 

  ア 日常清掃 

    施設全館について日常的に清掃を行い、施設、備品等が常に清潔な状態に保たれるよ

うにしてください。また、消耗品については常に補充された状態にしてください。 

  イ 定期清掃 

    事業者は、日常清掃では実施しにくい清掃等を確実に行うため、定期清掃を実施して

ください。 

 

（３）施設・設備等の維持保全及び管理経費 

本施設等の維持保全・管理業務については、性能や機能を維持することを目的とし、施

設の利用者が快適で安全に施設を利用することができるよう業務を実施します。 

特に昇降機（エレベーター）については、利用者の安全性を確保するためフルメンテナ

ンスでの契約が望ましいと考えられます。フルメンテナンスでの契約ができなかった場合

などを除き、部品交換等の修繕費が発生しても、市費で負担しない場合があります。 

 

５ 小破修繕費（指定額） 

建物・設備・備品（点字プリンター、デイジー図書等の録音機器）に修繕の必要が生じ

た場合は、速やかに適切な修繕を行っていただきます。修繕に要する経費は 15万円を定額

で指定管理料に見込みます。年間 15万円を超える修繕については、横浜市の予算の範囲内

で、追加協定を結ぶこととします。 

 

６ 指定管理料の精算について 

指定管理料については、効率的な運用により不用額がある場合でも原則として返還は求め

ませんが、指定額（小破修繕費）の残額がある場合は、返還していただきます。 

また、年度末に執行報告書を提出していただきます。 
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７ 参考 

（１）南区福祉保健活動拠点の過去３年間の管理費等 

管理費（水道光熱水費及び保守点検経費） 

（単位：円） 

 23年度 24年度 25年度 

光熱水費 

上下水道 

1,081,748 1,270,814 1,432,934 ガス 

電気 

建物管理業務等委託 
共有部分 

1,898,308 1,924,277 2,057,627 
専有部分 

警備委託 471,240 471,240 471,240 

ガスヒートポンプ 

空調設備保守点検 

共有部分 
115,090 115,090 115,090 

専有部分 

合    計 3,566,386 3,781,421 4,076,891 

※注意 

 各種保守点検を市が実施することとした場合には、当該保守点検に要すると見積もった費

用は返還するものとします。 

 

(2) 南区福祉保健活動拠点における主な修繕履歴 

時期 項目 金額（按分後） 

平成 23年度 トイレウォシュレット、自動ドアセンサー、感知器修繕等 19,295円 

平成 24年度 

点字プリンター修理等 34,380円 

点字プリンター更新 493,500円 

点訳ソフト購入 72,450円 

電気子メーター交換（２台中、１台分） 133,350円 

水道子メーター交換 327,848円 

平成 25年度 

自動ドアプーリー交換 68,250円 

点字制作室パソコン入替 83,000円 

電気子メーター交換（平成 24年度交換未実施の１台分） 100,653円 

自動ドアセンサー交換 83,160円 

平成 26年度 紙折り機給紙ゴムローラー交換 2,570円 
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様式４                        

福祉活動及び保健活動の実績報告書 

（平成 年 月現在） 

団体としての、福祉活動及び保健活動の実績（過去１年間、区内に限らず他区・他都市での

活動実績を含む）を、具体的に記載してください。 

※実績報告書の内容が記載されているものがある場合は、別添として提出することもできます。 
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様式５ 

団体の概要 
 

 

 

（平成 年 月現在） 
 

（ふりがな） 

団体名 

（                            ） 

 

所在地 

〒 

設立年月日     年    月 

 

沿 革 

 

 

 

事業内容等 

 

 

法人税、消費税及び地方消費税滞納の有無 有   ・   無 

 

財政状況 

 

年 度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 

総 収 入    

総 支 出    

当期収支差額    

次期繰越収支差額    

連絡担当者 

【氏名】          【所属】 

【電話】          【ＦＡＸ】 

【Ｅ－mail】 

特記事項 
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様式６－１ 

 
 

横浜市南区福祉保健活動拠点指定管理者申請書類 
（申請団体役員名簿） 

 

 

平成  年  月  日現在の役員 

 

役職 氏名 氏名のカナ 生年月日 性別 住所 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

横浜市暴力団排除条例第９条第１項に基づき、代表者又は役員に暴力団がいないことを確認

するため、本様式に記載された情報を神奈川警察本部に照会することについて、同意します。

また、記載された全ての役員に同趣旨を説明し、同意を得ています。 

                     

         

                    

  住   所：             

  団 体 名：                 

  代表者氏名：                ㊞  
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様式７ 

欠格事項に該当しない宣誓書 
 

平成  年  月  日 

 

横浜市南区長 

 

所 在 地 

 

団 体 名  

 

代表者氏名              ㊞ 

 

 

 

 

 

当団体は、以下に規定する指定管理者の欠格事項に該当しないことを宣誓します。 

 

 

 

《欠格事項》 

１ 法人税、法人市民税、消費税、地方消費税等の租税及び労働保険料を滞納していること 

２ 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 

３ 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 

４ 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 

５ 選定委員が、選定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 

６ 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 

７ 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） 
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様式８ 

 

横浜市税の納税状況調査の同意書 
平成  年  月  日 

横浜市南区長 

所 在 地 

団 体 名  

代表者氏名              ㊞ 

 

＜横浜市税の手続きにおいて、通知等送付先の登録が 

上記所在地と異なる場合は、下記もご記入ください＞ 

 通知等送付先 

 

当団体は、横浜市の指定管理者選定時及び指定管理者選定後指定期間内に毎年１回横浜市が以

下の市税納付状況調査を行うことに同意します。 

(1)市民税・県民税（特別徴収分） 

 (2)市民税・県民税（普通徴収分） 

 (3)法人市民税 

 (4)事業所税 

 (5)固定資産税・都市計画税（土地・家屋） 

(6)固定資産税（償却資産） 

(7)軽自動車税 

 

【横浜市からのお知らせ】 

 

横浜市の複数の施設において指定管理者となっている場合又は指定管理者となるため応募する場合

には、調査結果を各施設所管課において共有します。 

 

＜該当がある場合は、できれば下記にもご記入ください＞ 

■法人市民税 賦課コード（領収証書の法人番号） 

 ※横浜市内に本店又は営業所があり、課税されている方は、できればご記入ください。  

申告区※区名を記入してください（例：「鶴見区」）  

法人番号 

※「法人市民税申告書」又は「領収証書」に記載されている法

人番号を入力してください（例：「20-10001」） 

 

 

 

■横浜市事業所税 賦課コード 

 ※横浜市内に本店、営業所及び支店等があり、課税されている方は、できればご記入ください。 （資産割：市

内の事業所床面積の合計が 1,000m2以下であるときは課税されません。従業者割：市内の事業所等の従業者数

が 100 人以下であるときは課税されません。） ※県の事業税ではありません。  

申告区※区名を記入してください（例：「鶴見区」）  

整理番号 

※「事業に係る事業所税申告書」又は「領収証書」に記載され

ている整理番号を記入してください（例：「20-10001」） 
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様式９ 

 

法人税及び法人市民税の課税対象となる 

収益事業等を実施していないことの宣誓書 

 
 

平成  年  月  日 

 

横浜市南区長 

 

所 在 地 

 

団 体 名  

 

代表者氏名              ㊞ 

 

 

 

 

 

当団体は、法人税法第４条第１項及び地方税法第２９６条第１項に規定する収益事

業等を、直近５か年の事業年度において実施していないことを宣誓します。 
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様式１０ 

 

平成  年  月  日 

 

 

横浜市南区長 

 

 

所在地 

団体名 

代表者氏名              印 

 

 

労働保険・健康保険・厚生年金保険の加入の必要がないことについての申出書 

 

 

横浜市○○区福祉保健活動拠点の指定管理者選定にあたり、以下の内容について申し出い

たします。 

 

１．労働保険（労災保険・雇用保険）について、以下の理由により加入の必要はありませ

ん。 

□ （１）労災保険について 

 

 

なお、上記の理由により加入の必要がないことについては、 

平成（   ）年（   ）月（   ）日、 

（ 確認先機関名を記載（所管課名まで）。例:○○労働基準監督署○○課 ）に、 

（ 電話 ・ 訪問 ）により確認しました。 

 

 

□ （２）雇用保険について 

 

 

なお、上記の理由により加入の必要がないことについては、 

平成（   ）年（   ）月（   ）日、 

（ 確認先機関名を記載（所管課名まで）。例:○○公共職業安定所○○課 ）に、 

（ 電話 ・ 訪問 ）により確認しました。 

 

□ ２．健康保険について、以下の理由により加入の必要はありません。 

理由： 

 

 

 

 

理由： 
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なお、上記の理由により加入の必要がないことについては、 

平成（   ）年（   ）月（   ）日、 

（ 確認先機関名を記載（所管課名まで）。例: ○○年金事務所○○課 ）に、 

（ 電話 ・ 訪問 ）により確認しました。 

 

 

□ ３．厚生年金保険について、以下の理由により加入の必要はありません。 

 

 

なお、上記の理由により加入の必要がないことについては、 

平成（   ）年（   ）月（   ）日、 

（ 確認先機関名を記載（所管課名まで）。例: ○○年金事務所○○課 ）に、 

（ 電話 ・ 訪問 ）により確認しました。 

 

※ 該当する□欄にチェックのうえ、必ず「理由」も記載すること。 

 

今後、記載した内容などが変更となり、雇用保険等の加入義務が生じた場合には、直ちに

加入手続きを行うとともに、横浜市に対して報告を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由： 

 

 

理由： 

 

 

 

【問合せ先】 

 

○労災保険について 

 厚生労働省のホームページより、「都道府県労働局（労働基準監督署）所在地一覧」

をご覧ください。 

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 

 

○雇用保険について 

 厚生労働省のホームページより、「都道府県労働局（公共職業安定所）所在地一覧」

をご覧ください。 

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 

 

○健康保険・厚生年金保険について 

 日本年金機構のホームページより、「全国の相談・窓口一覧」をご覧ください。 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html
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別紙 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

質 問 書 
 

南区福祉保健活動拠点の指定管理者申請要項等について、次のとおり質問事項を提出します。 

 

＜質問内容＞ 

資料名等 
【資料名】： 申請要項 ・ その他（     ） 

【ページ・項目】： 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 
 

所在地  

担当者 

ふりがな 

（氏名） 

（所属・職名） 

連絡先 

（電話） 

（FAX） 

（E-mail） 

 

受付期間：平成 27年１月 19日（月）午前９時～１月 23日（金）午後５時まで 

受付方法：ＦＡＸまたは E-mailで、この用紙を南区福祉保健課事業企画担当あて 

お送りください。 

電話でのお問合せには応じられませんので、ご了承願います。 

ＦＡＸ番号  ０４５－７２１－０７８９ 

Ｅ－Ｍａｉｌ mn-fukuho@city.yokohama.jp 

南区福祉保健課事業企画担当あて 

 

mailto:mn-fukuho@city.yokohama.jp


浦舟複合福祉施設の管理に関する協定書 
 
「社会福祉法人横浜社会福祉協会」「社会福祉法人横浜市福祉サービス協会」「社

会福祉法人横浜市南区社会福祉協議会」「社会福祉法人神奈川県匡済会」「特定

非営利活動法人教育支援協会」「特定非営利活動法人みなみ区民利用施設協会」

「公益財団法人横浜市国際交流協会」「横浜市教育委員会」「サンクステンプ株

式会社」「アビリティーズ・ケアネット株式会社」は、協議の上「浦舟複合福祉

施設」の管理に関する基本的な取り決めを定め、この協定書を交換する。 
 
 
１ 施設概要 
（１）所在地  横浜市南区浦舟町三丁目４６番地 
（２）敷地面積 ２，８６６㎡ 
（３）延面積  ２２，８８０．４５㎡（延床面積２１，３９２．２８㎡） 
 
２ 施設の管理に関する事項 

管理各項目について、専用部分については各施設が管理し、その費用を負担

する。共用の管理については、別表１「管理項目及び費用負担」および別表

２「面積按分表」、別表３「按分率表」、別表４「厨房配分按分率表」、別表

５「駐車場配分按分率表」の通りとする。なお、別表に定めぬ事項について

は、管理委員会で協議し実施する。 
 
３ 管理委員会 
（１）「浦舟複合福祉施設」の円滑な管理に関する検討・協議することを目的

として「管理委員会」（以下「委員会」という）を設置し、事務局を横浜市南

区浦舟複合施設内に置く。 
 （２）委員会は、以下の団体の代表者で組織する。 

＜法人名＞        ＜施設名＞ 
・ 社会福祉法人横浜社会福祉協会（横浜市天神ホーム ４階） 
・ 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会（横浜市浦舟地域プラザ １階） 
・ 社会福祉法人横浜市南区社会福祉協議会（８階） 
・ 社会福祉法人神奈川県匡済会（横浜市浦舟園 ６階） 
・ 特定非営利法人教育支援協会（フリースペースみなみ ９階） 
・ 特定非営利法人みなみ区民利用施設協会 

（横浜市浦舟コミュニティハウス １０階） 
  ・公益財団法人横浜市国際交流協会 
   （みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ １０階） 



・ 横浜市教育委員会（横浜市立浦舟特別支援学校 １１階） 
・ サンクステンプ株式会社（９階） 
・ アビリティーズ・ケアネット株式会社（ARC 横浜 １２階） 

（３）委員会の事務局は、「社会福祉法人横浜社会福祉協会」「社会福祉法人横

浜市福祉サービス協会」「社会福祉法人横浜市南区社会福祉協議会」「社会

福祉法人神奈川県匡済会」「特定非営利活動法人教育支援協会」「特定非営

利活動法人みなみ区民利用施設協会」「公益財団法人横浜市国際交流協会」

「横浜市教育委員会」「サンクステンプ株式会社」「アビリティーズ・ケア

ネット株式会社」の順に、１年交代で務める。途中で各施設の管理者に変

更・追加等があった場合もこの協定を準用する。 
   なお、次年度事務局を努める団体は、当該年度事務局団体を補佐するも

のとする。 
（４）委員会に委員長１人及び副委員長１人を置く。委員長及び副委員長は、

委員の互選により選出し、委員長は委員会を代表し会務を総括する。副委

員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。 
（５）委員会は委員長が招集し開催する。 
 
４ 連絡会 
（１）委員会に各施設から推薦された職員で構成する「連絡会」を置く。 
（２）連絡会は、施設代理者が出席の場合「浦舟複合福祉施設」管理に関する

定例的又は軽易な事案の決定は代理者が審議する。 
 
平成２６年４月１日 
 

          社会福祉法人横浜社会福祉協会        
 

 理事長 小林 進       印 
 

社会福祉法人横浜市福祉サービス協会     
 

理事長 谷内 徹       印 
 

社会福祉法人横浜市南区社会福祉協議会    
 

会長 大津 幸雄      印 
 
 



 社会福祉法人神奈川県匡済会        
 

 理事長 渡邊 俊郎        印 
 

特定非営利活動法人教育支援協会      
 

代表理事 吉田 博彦       印 
 

特定非営利活動法人みなみ区民利用施設協会 
 

理事長  石井 正雄       印 
 

 公益財団法人横浜市国際交流協会      
 

 理事長 森田 信英        印 
 

横浜市                  
 

市長 林 文子          印 
 

サンクステンプ株式会社          
 

代表取締役 和田 幸久      印 
 

アビリティーズ・ケアネット株式会社    
 

代表取締役会長兼社長 伊東 弘泰  印 
 







南区役所福祉保健課 



浦舟複合福祉施設の建物管理業務等委託契約 
に伴う経費支出に関する協定書 

 
特定非営利活動法人教育支援協会、社会福祉法人横浜市福祉サービス協会、社会福祉法人横

浜社会福祉協会、社会福祉法人横浜市南区社会福祉協議会、社会福祉法人神奈川県匡済会、特

定非営利活動法人みなみ区民利用施設協会、公益財団法人横浜市国際交流協会、横浜市教育委

員会、サンクステンプ株式会社、アビリティーズ・ケアネット株式会社は、浦舟複合福祉施設

の建物管理業務等委託に伴う経費支出について、次のとおり協定を締結する。 

この協定の締結を証するため、本書１０通を作成し、当事者が記名押印の上、各自１通ずつ

保有するものとする。 

 
平成２６年４月１日 

 
          特定非営利活動法人教育支援協会        

代表理事 吉田 博彦       印 

 
社会福祉法人横浜市福祉サービス協会     

理事長 谷内 徹       印 

 
社会福祉法人横浜社会福祉協会        

 理事長 小林 進       印 

 
社会福祉法人横浜市南区社会福祉協議会    

会長 大津 幸雄      印 

 
 社会福祉法人神奈川県匡済会        

 理事長 渡邊 俊郎        印 

 
特定非営利活動法人みなみ区民利用施設協会 

理事長  石井 正雄       印 

 
 公益財団法人横浜市国際交流協会      

 理事長 森田 信英        印 

 
横浜市                  

市長 林 文子          印 

 
サンクステンプ株式会社          

代表取締役 和田 幸久      印 

 
アビリティーズ・ケアネット株式会社    

代表取締役会長兼社長 伊東 弘泰  印 















1

南区福祉保健活動拠点　備品台帳（１０万円以上）

管理Ｎｏ． 大分類－中分類 品名 メーカー 型番 品質・形状等 数量 単位 単価 金額 室名 購入年月日

１－５－２ ０１－０５
家具・建具類

ジョインテーブル コクヨ MT-85WN

6 台 119,000 714,000

団体交流室 平成16年 6月3日

１－５－３ ０１－０５
家具・建具類

ジョインテーブル コクヨ MT-87WN

4 台 120,000 480,000

団体交流室 平成16年 6月　3日

１－５－４ ０１－０５
家具・建具類

ジョインテーブル コクヨ MT-88WN

4 台 120,000 480,000

団体交流室 平成16年 6月　3日

１－５－５ ０１－０５
家具・建具類

会議用テーブル コクヨ MT-WSG189F1

1 台 216,000 216,000

団体交流室 平成16年 6月　3日

１－５－１１ ０１－０５
家具・建具類

メールボックス コクヨ MB-2F1N

1 台 112,000 112,000

団体交流室 平成16年 6月　3日

１－５－２０ ０１－０５
家具・建具類

木製食器収納ユニット コクヨ BK-W110F1

1 台 116,000 116,000

給湯室 平成16年 6月　3日

１－５－２８ ０１－０５
家具・建具類

ジョインテーブル コクヨ MT-86WN

1 台 120,000 120,000

ボランティアサ
ロン

平成16年 6月　3日

１－５－２９ ０１－０５
家具・建具類

ジョインテーブル コクヨ MT-88WN

1 台 120,000 120,000

ボランティアサ
ロン

平成16年 6月　3日

１－５－３８ ０１－０５
家具・建具類

窓付き３連クロスパネル トヨセットEP-G3530-M

3 個 105,000 315,000

団体交流室 平成19年 5月　2日

１－１４－１ ０１－１４
文具・事務用機器類

紙折り機 ライオン ＬＦ８４０

1 台 258,000 258,000

団体交流室 平成16年　6月　9日

１－１４－２ ０１－１４
文具・事務用機器類

コピー付ホワイトボード コクヨ BB-VR434PCN

1 台 200,000 200,000

団体交流室 平成16年　6月  3日

５－１－１ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

カセットプリンター SONY CCP-1310F

1 台 275,200 275,200

対面朗読室・編
集室

平成16年 6月　9日

５－１－４ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

モノラルMOディスクレコー
ダー

オタリテッ
ク

DX-5

1 台 120,000 120,000

対面朗読室・編
集室

平成16年 6月　9日

５－２－１ ０５－０２
写真・映写機類

マルチプロジェクター 日本アビ
オニクス

ＭＰ－２０

1 台 498,000 498,000

多目的
研修室

平成16年　6月　9日



2

管理Ｎｏ． 大分類－中分類 品名 メーカー 型番 品質・形状等 数量 単位 単価 金額 室名 購入年月日

５－３－１ ０５－０３
情報処理関連機器類

点字プリンター 東京ソフ
トウェア

ブレイルベー
シックＤ３

1 台 650,000 650,000

点字製作室 平成16年　6月　9日

５－３－２ ０５－０３
情報処理関連機器類

防音キャビネット 東京ソフ
トウェア

1 台 150,000 150,000

点字製作室 平成16年　6月　9日

５－３－３ ０５－０３
情報処理関連機器類

パソコン IBM ８１８３－８
ＰＪ

1 台 175,000 175,000

点字製作室 平成16年　6月　9日

５－３－５ ０５－０３
情報処理関連機器類

 パソコン  エプソンダ
 イレクト

 ＮＴ－２６００  14.1型TFT XGA
XP-H

1  台 130,800 130,800

 対面朗読室・編
 集室

 平成16年　6月　9日

５－３－６ ０５－０３
情報処理関連機器類

外付USB機器　64MB　MO エプソンダ
イレクト

LMO-
PBA640U2

1 台 210,000 210,000

対面朗読室・編
集室

平成16年　6月　9日

５－３－７ ０５－０３
情報処理関連機器類

 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ  富士通 FMVNB50H

1  台 145,000 145,000

 団体交流室  平成16年　8月　9日

５－１－１４ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

CD－Ｒデュプリケーター ＯＴＡＲＩ CDP-14

1 台 187,950 187,950

対面朗読室・編
集室

平成20年 3月18日

５－３－９ ０５－０３
情報処理関連機器類

パソコン ＮＥＣ MATE　MJ１８
X/C-５　PC-
MJ18XCS5NM
85 1 台 114,800 114,800

対面朗読室・編
集室

平成21年　1月　16日

５－３－１１ ０５－０３
情報処理関連機器類

点字プリンター オンキョー
エンターテ
イメントテ
クノロジー

BASIC-D型
Ver.4

1 台 493,500 493,500

点字製作室 平成25年　3月　25日



０１－０５

管理Ｎｏ． 大分類－中分類 品名 メーカー 型番 品質・形状等 数量 単位 単価 金額 室名 購入年月日

１－５－１ ０１－０５
家具・建具類

コートハンガー コクヨ CH-9NN

1 台 34,700 34,700

団体交流室 平成16年 6月　3日

１－５－２ ０１－０５
家具・建具類

ジョインテーブル
（四角）

コクヨ MT-85WN

6 台 119,000 714,000

団体交流室 平成16年 6月　3日

１－５－３ ０１－０５
家具・建具類

ジョインテーブル
（楕円）

コクヨ MT-87WN

4 台 120,000 480,000

団体交流室 平成16年 6月　3日

１－５－４ ０１－０５
家具・建具類

ジョインテーブル
（楕円）

コクヨ MT-88WN

4 台 120,000 480,000

団体交流室 平成16年 6月　3日

１－５－５ ０１－０５
家具・建具類

会議用テーブル コクヨ MT-WSG189F1

1 台 216,000 216,000

団体交流室 平成16年 6月　3日

１－５－６ ０１－０５
家具・建具類

会議用イス コクヨ CK-866KJ54

42 個 19,800 831,600

団体交流室 平成16年 6月　3日

１－５－７ ０１－０５
家具・建具類

MX型デスクシステム
（電話台）

コクヨ LD-130F11

1 台 41,000 41,000

団体交流室 平成16年 6月　3日

１－５－８ ０１－０５
家具・建具類

３連リサイクルボックス コクヨ イレ-S203NN

1 個 20,700 20,700

事務所 平成16年 6月　3日

１－５－９ ０１－０５
家具・建具類

会議用イス コクヨ CK-866KJ54

7 個 19,800 138,600

点字製作室 平成16年 6月　3日

１－５－１０ ０１－０５
家具・建具類

会議用イス コクヨ CK-866KJ54

7 個 19,800 138,600

対面朗読室・
編集室

平成16年 6月　3日

１－５－１１ ０１－０５
家具・建具類

メールボックス コクヨ MB-2F1N

1 台 112,000 112,000

団体交流室 平成16年 6月　3日

１－５－１２ ０１－０５
家具・建具類

コートハンガー コクヨ CH-9NN

2 台 34,700 69,400

多目的研修室 平成16年 6月　3日

１－５－１３ ０１－０５
家具・建具類

フラップ型会議テーブル コクヨ KT-S622P1B

14 台 50,500 707,000

多目的研修室 平成16年 6月　3日

１－５－１４ ０１－０５
家具・建具類

フラップ型会議テーブル コクヨ KT-S620P1B

7 台 50,700 354,900

多目的研修室 平成16年 6月　3日

１－５－１５ ０１－０５
家具・建具類

チェアポーター コクヨ CP-890

3 台 39,200 117,600

多目的研修室 平成16年 6月　3日

１－５－１６ ０１－０５
家具・建具類

会議ツール演台５０ コクヨ WA-KA50F2P1B

1 台 80,000 80,000

多目的研修室 平成16年 6月　3日

１－５－１７ ０１－０５
家具・建具類

肘なしチェアー コクヨ CR-
FG630F4KF55-W

1 台 51,800 51,800

多目的研修室 平成16年 6月　3日

１－５－１８ ０１－０５
家具・建具類

Jラック
（可動棚）

コクヨ RJ-1826F1

1 台 59,600 59,600

倉庫 平成16年 6月　3日

01-05（家具・建具類） ※10万以上の物品は南区福祉保健活動拠点備品台帳にも載せること。



０１－０５

管理Ｎｏ． 大分類－中分類 品名 メーカー 型番 品質・形状等 数量 単位 単価 金額 室名 購入年月日

１－５－１９ ０１－０５
家具・建具類

Jラック
（可動棚）

コクヨ RJ-C1426F1

2 台 46,300 92,600

倉庫 平成16年 6月　3日

１－５－２０ ０１－０５
家具・建具類

木製食器収納ユニット コクヨ BK-W110F1

1 台 116,000 116,000

給湯室 平成16年 6月　3日

１－５－２１ ０１－０５
家具・建具類

傘立て コクヨ US-33J

2 個 17,800 35,600

入口・多目的研
修室

平成16年 6月　3日

１－５－２２ ０１－０５
家具・建具類

Jラック
（可動棚）

コクヨ RJ-1826F1

1 台 59,600 59,600

物入れ２ 平成16年 6月　3日

１－５－２３ ０１－０５
家具・建具類

Jラック
（可動棚）

コクヨ RJ-1816F1

2 台 46,900 93,800

物入れ２ 平成16年 6月　3日

１－５－２４ ０１－０５
家具・建具類

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（変形） コクヨ KT-175G-C

1 台 98,000 98,000

団体交流室 平成16年 6月　3日

１－５－２５ ０１－０５
家具・建具類

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ コクヨ KT-175B-C

1 台 98,000 98,000

相談ｺｰﾅｰ 平成16年 6月　3日

１－５－２６ ０１－０５
家具・建具類

会議用イス コクヨ CK-154

8 個 19,800 158,400

相談ｺｰﾅｰ 平成16年 6月　3日

１－５－２７ ０１－０５
家具・建具類

ﾎｰﾑパーテーション１１
（布）

コクヨ HD-MS11KB4

5 枚 36,500 182,500

相談ｺｰﾅｰ 平成16年 6月　3日

１－５－２８ ０１－０５
家具・建具類

ジョインテーブル コクヨ MT-86WN

1 台 120,000 120,000

ボランティアサ
ロン

平成16年 6月　3日

１－５－２９ ０１－０５
家具・建具類

ジョインテーブル コクヨ MT-88WN

1 台 120,000 120,000

ボランティアサ
ロン

平成16年 6月　3日

１－５－３０ ０１－０５
家具・建具類

会議用イス コクヨ CK-154

7 個 19,800 138,600

ボランティアサ
ロン

平成16年 6月　3日

１－５－３１ ０１－０５
家具・建具類

エルゴノミクスチェアー オカムラ CK33JR-FS16 グリーン

1 台 36,300 36,300

団体交流室 平成16年 6月　9日

１－５－３２ ０１－０５
家具・建具類

ミーティングチェア オカムラ H182GZ-FR04

1 台 26,000 26,000

団体交流室
（窓口）

平成16年 6月　9日

１－５－３３ ０１－０５
家具・建具類

エルゴノミクスチェアー オカムラ CK33JR-FS16

1 台 36,300 36,300

録音室 平成16年 6月　9日

１－５－３４ ０１－０５
家具・建具類

 コーナーケース  オカムラ 4691SA-Z

1  台 39,600 39,600

 多目的研修室  平成16年 6月　9日

１－５－３５ ０１－０５
家具・建具類

エルゴノミクスチェアー オカムラ CK33JR-FS15

1 台 36,300 36,300

ボランティアサ
ロン

平成16年 6月　9日

１－５－３６ ０１－０５
家具・建具類

 電話機台 PLUS YT-811  エルグレー

1  個 26,985 26,985

 団体交流室 平成16年8月　31日

01-05（家具・建具類） ※10万以上の物品は南区福祉保健活動拠点備品台帳にも載せること。



０１－０５

管理Ｎｏ． 大分類－中分類 品名 メーカー 型番 品質・形状等 数量 単位 単価 金額 室名 購入年月日

１－５－３７ ０１－０５
家具・建具類

窓付き３連クロスパネル トヨセットEP-G3530-M

3 個 105,000 315,000

団体交流室 平成19年 5月　2日

１－５－３８ ０１－０５
家具・建具類

ＡＶラック HAMILEX A-1205

1 台 40,000 40,000

団体交流室 平成19年 5月　2日

１－５－３９ ０１－０５
家具・建具類

応接チェア　 JTX D４０L-AL グレー

4 台 17,850 71,400

相談ｺｰﾅｰ 平成20年 9月　5日

１－５－４０ ０１－０５
家具・建具類

センターテーブル　 JTX M-１２NK

1 台 22,050 22,050

相談ｺｰﾅｰ 平成20年 9月　5日

１－５－４１ ０１－０５
家具・建具類

センターテーブル　 JTX M-１２NG

1 台 22,050 22,050

多目的研修室前
コーナー

平成20年 9月　5日

１－５－４２ ０１－０５
家具・建具類

応接チェア　 JTX D４０L-AL ブラック

2 台 11,550 23,100

多目的研修室前
コーナー

平成21年 1月　8日

１－５－４３ ０１－０５
家具・建具類

ピクチャーレール ２ｍ

8 本 28,640 229,120

団体交流室 平成20年 8月14日

１－５－４４ ０１－０５
家具・建具類

ピクチャーレール １ｍ

9 本 16,920 152,280

団体交流室 平成20年 8月14日

１－５－４５ ０１－０５
家具・建具類

事務用チェア JTX FT-3

1 台 14,000 14,000

事務所 平成21年 9月25日

１－５－４６ ０１－０５
家具・建具類

片袖机 PLUS LA-117A-3

1 台 41,500 41,500

事務所 平成22年 2月12日

１－５－４７ ０１－０５
家具・建具類

会議用イス コクヨ CK-M890 色ＪＡ69（ﾌﾞﾙｰ）

60 脚 19,800 1,188,000

多目的研修室 平成16年 6月　3日

01-05（家具・建具類） ※10万以上の物品は南区福祉保健活動拠点備品台帳にも載せること。



０１－０８

管理Ｎｏ． 大分類－中分類 品名 メーカー 型番 品質・形状等 数量 単位 定価 金額 室名 購入年月日

１－８－１ ０１－０８
クリーン用品類

チャームボックス
（汚物入れ）

TOTO YKB102

1 個 20,000 20,000

多目的トイレ 平成16年 6月　9日

１－８－２ ０１－０８
クリーン用品類

掃除機 日立 MC-G100

2 台 37,500 75,000

多目的研修室・
団体交流室

平成16年 6月　9日

１－８－３ ０１－０８
クリーン用品類

シャワーカーテン コクヨ KA-D7451 H:250 W:245

1
セッ

ト 95,000 95,000

多目的トイレ 平成16年8月31日

１－８－４ ０１－０８
クリーン用品類

ウォシュレット TOTO TCF-6221

4 個 56,000 224,000

トイレ 平成18年3月31日

01-08（クリーン用品類） ※10万以上の物品は南区福祉保健活動拠点備品台帳にも載せること。



０１－１２

管理Ｎｏ． 大分類－中分類 品名 メーカー 型番 品質・形状等 数量 単位 定価 金額 室名 購入年月日

 １－１２－１  ０１－１２
 厨房用機器類

 VE電気まほうびん  象印 CV-NX30

2  個 23,000 46,000

 団体交流室  平成16年8月　31日

 １－１２－２  ０１－１２
 厨房用機器類

 電気ポット  象印 CD-GS50

2  個  不明

 給湯室  不明（2002年製）

01-12（厨房用機器類） ※10万以上の物品は南区福祉保健活動拠点備品台帳にも載せること。



０１－１４

管理Ｎｏ． 大分類－中分類 品名 メーカー 型番 品質・形状等 数量 単位 定価 金額 室名 購入年月日

１－１４－１ ０１－１４
文具・事務用機器類

紙折り機 ライオン ＬＦ８４０

1 台 258,000 258,000

団体交流室 平成1６年　６月　９日

１－１４－２ ０１－１４
文具・事務用機器類

コピー付ホワイトボード コクヨ BB-VR434PCN

1 台 200,000 200,000

団体交流室 平成16年　6月  3日

１－１４－３ ０１－１４
文具・事務用機器類

断裁機 ウチダ 180-L型

1 個 78,000 78,000

団体交流室 平成16年　8月  31日

１－１４－４ ０１－１４
文具・事務用機器類

キーケース コクヨ KG-Z3F1

1 個 16,500 16,500

事務室 平成16年　6月  3日

１－１４－５

１－１４－６

１－１４－７

１－１４－８

１－１４－９

１－１４－１０

01-14（文具・事務用機器類） ※10万以上の物品は南区福祉保健活動拠点備品台帳にも載せること。



０１－９９

管理Ｎｏ． 大分類－中分類 品名 メーカー 型番 品質・形状等 数量 単位 定価 金額 室名 購入年月日

１－９９－１ ０１－９９
その他一般器具・機器類

脚立 長谷川工
業

W:1083 D:625 H:1700

1 台 22,857 22,857

車いす倉庫 平成16年8月 31日

01-99（その他一般器具・機器類） ※10万以上の物品は南区福祉保健活動拠点備品台帳にも載せること。



０５－０１

管理Ｎｏ． 大分類－中分類 品名 メーカー 型番 品質・形状等 数量 単位 定価 金額 室名 購入年月日

５－１－１ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

カセットプリンター SONY CCP-1310F

1 台 275,200 275,200

対面朗読室・編
集室

平成16年 6月　9日

５－１－２ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

カセットデッキ SONY TC-RX2000T

3 台 39,800 119,400

対面朗読室・編
集室

平成16年 6月　9日

５－１－３ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

ミキサー YAMAHA MG12/4

1 台 24,800 24,800

対面朗読室・編
集室

平成16年 6月　9日

５－１－４ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

モノラルMOディスクレコー
ダー

オタリテッ
ク

DX-5

1 台 120,000 120,000

対面朗読室・編
集室

平成16年 6月　9日

５－１－５ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

電子ブックプレーヤー SONY DD-S35

1 台 43,800 43,800

対面朗読室・編
集室

平成16年 6月　9日

５－１－６ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

カセットデッキ SONY TC-RX2000T ブラック

2 台 39,800 79,600

録音室 平成16年 6月　9日

５－１－７ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

コンデンサーマイクロフォン ビクター MU-502L

1 個 38,300 38,300

事務所 平成16年 6月　9日

５－１－８ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

ACパワーサプライ SONY AC-148F

1 個 63,000 63,000

録音室 平成16年 6月　9日

５－１－９ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

マイクブームスタンド SONY B-305C

1 個 18,000 18,000

録音室 平成16年 6月　9日

５－１－１０ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

CDレコーダー SONY RCD-W50C

1 台 56,000 56,000

対面朗読室・編
集室

平成16年 6月　9日

５－１－１１ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

液晶テレビ ビクター LT-46LH800

1 台 369,500 369,500

団体交流室 平成19年 5月　2日

５－１－１２ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

ＤＶＤプレイヤー ビクター XV-313

1 台 8,468 8,468

団体交流室 平成19年 5月　2日

５－１－１３ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

ビデオデッキ ビクター HR-S700B

1 台 23,000 23,000

団体交流室 平成19年 5月　2日

５－１－１４ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

CD－Ｒデュプリケーター ＯＴＡＲＩ CDP-14

1 台 187,950 187,950

対面朗読室・編
集室

平成20年 3月18日

５－１－１５ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

CDラジカセ　 SONY CFD-W77/S

1 台 15,000 15,000

事務所 平成21年 1月 8日

５－１－１６ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

デジタル録音編集機
DX-5U

オタリ DX-5U

1 台 69,930 69,930

録音室 平成22年 7月12日

５－１－１７ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

CDラジカセ SONY CFD-W78

1 台 15000 15,000

事務所 平成22年 7月26日

05-01（音響・映像及び放送機器） ※10万以上の物品は南区福祉保健活動拠点備品台帳にも載せること。



０５－０１

管理Ｎｏ． 大分類－中分類 品名 メーカー 型番 品質・形状等 数量 単位 定価 金額 室名 購入年月日

５－１－１８ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

プレクストーク
ポータブルレコーダー

シナノケン
シ

PTR2

1 個 85,000 85,000

対面朗読室・編
集室

平成22年 8月18日

５－１－１９ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

CDラジカセ TOSHIBA TY－CK１（H)

1 台 4,410 4,410

事務所 平成25年 1月29日

５－１－２０ ０５－０１
音響・映像及び放送機器

外付けスピーカー サンワサ
プライ

MM-SPL2USV

1 個 1,480 1,480

対面朗読室・編
集室

平成21年 1月16日

05-01（音響・映像及び放送機器） ※10万以上の物品は南区福祉保健活動拠点備品台帳にも載せること。



０５－０２

管理Ｎｏ． 大分類－中分類 品名 メーカー 型番 品質・形状等 数量 単位 定価 金額 室名 購入年月日

５－２－１ ０５－０２
写真・映写機類

マルチプロジェクター 日本アビ
オニクス

ＭＰ－２０

1 台 498,000 498,000

事務所 平成1６年　６月　９日

５－２－２ ０５－０２
写真・映写機類

映写台 日本アビ
オニクス

ＬＰＴ－１０
５ 1 台 60,000 60,000

多目的研修室 平成1６年　６月　９日

05-02（写真・映写機類） ※10万以上の物品は南区福祉保健活動拠点備品台帳にも載せること。



０５－０３

管理Ｎｏ． 大分類－中分類 品名 メーカー 型番 品質・形状等 数量 単位 定価 金額 室名 購入年月日

５－３－１ ０５－０３
情報処理関連機器類

点字プリンター 東京ソフ
トウェア

ブレイルベー
シックＤ３ 1 台 650,000 650,000

点字製作室 平成1６年　６月　９日

５－３－２ ０５－０３
情報処理関連機器類

防音キャビネット 東京ソフ
トウェア 1 台 150,000 150,000

点字製作室 平成1６年　６月　９日

５－３－３ ０５－０３
情報処理関連機器類

 パソコン IBM  ８１８３－８ＰＪ

1  台 175,000 175,000

 点字製作室  平成1６年　６月　９日

５－３－４ ０５－０３
情報処理関連機器類

液晶モニター IBM ６７３４AB０

1 台 43,350 43,350

点字製作室 平成1６年　６月　９日

５－３－５ ０５－０３
情報処理関連機器類

 パソコン  エプソンダ
 イレクト

 ＮＴ－２６００  14.1型TFT XGA
XP-H 1  台 130,800 130,800

 対面朗読室・編
 集室

 平成1６年　６月　９日

５－３－６ ０５－０３
情報処理関連機器類

外付USB機器　64MB　MO エプソンダ
イレクト

LMO-
PBA640U2

シルバー

1 台 210,000 210,000

対面朗読室・編
集室

平成1６年　６月　９日

５－３－７ ０５－０３
情報処理関連機器類

 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ  富士通 FMVNB50H

1  台 145,000 145,000

 団体交流室  平成1６年　８月　９日

５－３－８ ０５－０３
情報処理関連機器類

 ＰＬＥＸＴＡＬＫ  シナノケン
 シ

PTR1

1  個 95,000 95,000

 対面朗読室・編
 集室

平成1６年　８月　３１日

５－３－９ ０５－０３
情報処理関連機器類

パソコン ＮＥＣ MATE　MJ１８
X/C-５　PC-
MJ18XCS5NM85 1 台 114,800 114,800

対面朗読室・編
集室

平成２１年　１月　１６日

５－３－１０ ０５－０３
情報処理関連機器類

フラットヘッドスキャナー EPSON GT-S630

1 台 11,760 11,760

点字製作室 平成1６年　６月　９日

５－３－１１ ０５－０３
情報処理関連機器類

点字プリンター オンキョーエ
ンターテイメ
ントテクノロ

BASIC-D型
Ver.4

1 台 493,500 493,500

点字製作室 平成２５年　３月　２５日

５－３－１３ ０５－０３
情報処理関連機器類

パソコン レノボ・
ジャパン

ThinkCentre
Edge　3493LTJ

1 台 83,000 83,000

点字製作室 平成２６年　３月　２４日

05-03（情報処理関連機器類） ※10万以上の物品は南区福祉保健活動拠点備品台帳にも載せること。



０５－０５

管理Ｎｏ． 大分類－中分類 品名 メーカー 型番 品質・形状等 数量 単位 定価 金額 室名 購入年月日

５－５－１ ０５－０５
有線・無線通信関連機器類

Ｐてれふぉん ＮＴＴ東
日本

3PS9M

1 台 92,000 92,000

団体交流室 平成16年 6月　9日

５－５－２ ０５－０５
有線・無線通信関連機器類

FAX パナソ
ニック

KX-PW601L-W

1 台 36,000 36,000

団体交流室 平成16年 6月　9日

05-05（有線・無線通信関連機器類） ※10万以上の物品は南区福祉保健活動拠点備品台帳にも載せること。



１０－０２

管理Ｎｏ． 大分類－中分類 品名 メーカー 型番 品質・形状等 数量 単位 定価 金額 室名 購入年月日

１０－２－１ １０－０２
図書類・情報ソフトウエア

２０万語読み方書き方辞典 日外アソ
シエーツ

YRRS-187

1 個 9,515 9,515

対面朗読室・編
集室

平成16年 6月　9日

１０－２－２ １０－０２
図書類・情報ソフトウエア

歴史人名読み方書き方辞典 日外アソ
シエーツ

YRRS-254

1 個 11,650 11,650

対面朗読室・編
集室

平成16年 6月　9日

１０－２－３ １０－０２
図書類・情報ソフトウエア

ブレイルスター
for Windows

ＮＢＳ

1 台 70,000 70,000

点字製作室 平成16年 6月　9日

１０－２－４ １０－０２
図書類・情報ソフトウエア

ＰＣ－ＴalkerＸＰ 高知シス
テム開発 1 台 38,000 38,000

点字製作室 平成16年 6月　9日

１０－２－５ １０－０２
図書類・情報ソフトウエア

ＭＹＲＥＡＤ 高知シス
テム開発 1 台 88,000 88,000

点字製作室 平成16年 6月　9日

１０－２－６ １０－０２
図書類・情報ソフトウエア

一太郎２００４for
windous

ジャスト
システム 1 個 20,000 20,000

団体交流室 平成16年 8月　9日

10-02（図書類・情報ソフトウェア） ※10万以上の物品は南区福祉保健活動拠点備品台帳にも載せること。
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