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１ 指定管理者制度の趣旨 

  公共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ため、指定管理者制度が導入されました。 

  このたび、平成 28年４月から横浜市栄区民文化センターの管理運営を行う指定管理者の選定

にあたり、事業者を広く公募します。 
 
 
  〔参考：根拠法令等〕 
 
  ※ 地方自治法第 244条の 2  （第 1、2項省略） 

    ３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めると

きは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定す

るものに、当該公の施設の管理を行わせることができる。 
 
  ※ 横浜市区民文化センター条例 

  （事業） 

   第３条 センターは次の事業を行う。 

   (1) 文化活動のための施設の提供に関すること。 

   (2) 文化活動に関する情報の提供に関すること。 

   (3) 文化活動に関する事業の相談に関すること。 

   (4) 文化事業の企画及び実施に関すること。 

   (5) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業 

  （指定管理者の指定等） 

    第６条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法第 244条の 2第 3項の規定によ

り、指定管理者に行わせるものとする。 

    ２ 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公

募するものとする。 
 
 
 

２ 横浜市栄区民文化センターの概要 

(1) 施設の設置目的 

横浜市区民文化センターは、「地域に根差した個性ある文化の創造に寄与するため」に設

置される施設です（横浜市区民文化センター条例第１条）。 

その目的を踏まえ、質の高い文化の創造及び区内の地域文化の振興に資する施設運営や

事業を展開していくことが、横浜市栄区民文化センターの役割であると考えています。 

 

(2) 目的達成の手段 

 上述の目的を達成するために、指定管理者は以下「５ 指定管理者が行う業務」を実施

します。 
 
 
３ 公募の概要 

 (1) 施設名称 

   横浜市栄区民文化センター（以下、「栄区民文化センター」という。） 
 

 (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 

 

(3) 指定期間中の施設の一部利用停止 

   天井脱落対策工事のため、平成 31年度に本施設の「ホール」をおよそ１年程度、利用停止 

にする予定です（詳細は、http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/archi/tenjyou/）。 

具体的な工期等の詳細については、今後、協議して決定します。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/archi/tenjyou/
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なお、本工事に伴う利用停止の影響で発生する収入減額分についての補償はいたしません。 

よって、提出いただく収支予算書（様式６－Ｂ、様式６－Ｃ）には、その期間のホールの

利用料金収入は見込まず、人件費、管理費、光熱水費等の支出についても、利用停止期間分

を差し引いた金額を記入するようお願いします。 
 

 (4) 指定管理者の公募及び選定の方式 

   指定管理者の公募及び選定は、公募型プロポーザル方式により提案審査を実施し、指定候

補者及び第３順位までの候補者を選定します。 

 

 (5) 選定評価委員会の設置 

   「横浜市区民文化センター条例第 19条」に基づき「横浜市栄区民文化センター指定管理者

選定評価委員会（以下「選定評価委員会」という。）」を設置し、評価基準に基づいて提案書

類の調査審議を行います。 
 

 (6) 選定結果等の通知及び公表 

   選定結果は、提案書類を提出した応募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、指定候補者として選定後、栄区ホームページへの掲載等に

より公表します。 
 

 (7) 指定候補者との協議 

   選定評価委員会による審査及び選定後、栄区（以下「区」という。）は、指定候補者と細目

協議を行います。指定候補者との協議が成立しない場合は、第２順位、第３順位の候補者と

順次協議を行います。 
 

 (8) 協定の締結 

   区は、市会の議決を経て指定管理者として指定し、協定を締結します。 

 

(9) 問合せ先 

   横浜市栄区役所 地域振興課 区民施設担当 

    〒247-0005 横浜市栄区桂町 303－19 

    電話：045(894)8393 

E-mail: sa-shisetsu@city.yokohama.jp 

 

 

４ 管理・運営対象施設の概要 

 (1) 施設の概要 

  ア 名 称  横浜市栄区民文化センター（愛称：リリス） 

イ 所在地  横浜市栄区小菅ケ谷一丁目２番１号 

  ウ 施設規模 鉄骨鉄筋コンクリート造地下２階地上６階建ての地下１階から３階部分の 

各一部を専有（区分所有） 

  エ 施設面積 専有延床面積 2,977㎡ 

  オ 施設内容 ホール（300席）、ギャラリーＡ（90.9㎡）、ギャラリーＢ（90.9 ㎡）、音楽

ルーム（74 ㎡）、練習室（２室）、会議室Ａ（28㎡）、会議室Ｂ（35㎡）、楽

屋、情報コーナー、エントランス、専用搬出入エレベーター等 

         ※ギャラリーＡ・Ｂ、会議室Ａ・Ｂは仕切りを外して１室として利用可能 

  カ 開館日  平成 10年２月１日 

mailto:sa-shisetsu@city.yokohama.jp
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 (2) ホールの特徴 

   美しい木の温もりと大理石の壁に囲まれた明るく落ち着いた雰囲気で、ピアノ演奏、室内

楽、コーラス等アコースティック系の音楽に適しているシューボックス型のホールです。舞

台の可変部の高さが３段階に変化し、演奏会に合わせた舞台作りが可能です。なお、車椅子

席・親子室の用意があります。 

 

(3) ギャラリーの特徴 

   絵画・書道・写真・工芸・彫塑等美術作品の展示・発表に適した空間です。幅 2.1ｍ×高

さ 3.0ｍの展示パネルは 14枚（１室利用の場合）あり、可動展示壁により多様な壁面を構成

できます。 

   《参考》天井の高さ 3.15ｍ、ピクチャーレールの高さ 2.94ｍ、フロアはカーペット敷き 
 

(4) 過去の指定管理者 

ア 第１期（平成 18年４月１日から平成 23年３月 31日） 

神奈川共立・共立・ＪＳＳ共同事業体 

イ 第２期（平成 23年４月１日から平成 28年３月 31日） 

  神奈川共立・ＪＳＳ共同事業体 
 

５ 指定管理者が行う業務（詳細は別添「業務の基準」を参照） 

 (1) 文化事業に関する業務 

  ア 区民が文化活動に参加する場と芸術文化に触れる機会の提供 

イ 地域文化を支える人材育成、情報、相談、交流事業 

  ウ 文化団体・文化活動の支援事業 
 

 (2) 施設の運営に関する業務 

   文化芸術活動のための施設の提供 
 

 (3) 施設の管理に関する業務 

  ア 保守管理業務 

  イ 環境維持管理業務 

  ウ 横浜市区民文化センター条例第６条第１項で定めている業務以外で使用する場合の取扱い 
 

 (4) その他業務 

  ア 事業計画書及び収支予算書の作成 

  イ 事業報告書の作成 

  ウ 自己評価の実施 

  エ 指定期間終了にあたっての引継業務 

  オ その他日常業務の調整 
 

６ 経理に関する事項 

  栄区民文化センターは利用料金制を導入しており、指定管理者は、区が支払う施設運営に要

する経費のほか、利用者が支払う利用料金や自らが企画・実施する各事業の収入等を、自らの

収入とすることができます。 

 (1) 指定管理料 

   指定管理業務に係る経費は、応募時の提案額に基づき、会計年度（４月１日から翌年３月

31 日まで）ごと本市予算の範囲内で、区と指定管理者が協議して決定します。なお、今回（第

３期）の指定管理料の提案額は、第２期を参考に算出してください。 
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支払方法は月毎とし、翌月の末日までの支払いとします。 

 

 (2) 管理口座 

   経費及び収入は、団体自体の口座とは別の口座で管理してください。１施設あたり１口座

を原則とします。 

 

 (3) 区が支払う経費に含まれるもの 

   ・人件費 

   ・事務費 

   ・管理費（修繕費、光熱水費、保守管理費、舞台操作に関する経費等） 

   ・負担金（共益費等） 

   ・事業費 

 

 (4) 収入として見込まれるもの 

   ・利用料金 

   ・事業の収入 

   ・その他目的外使用に伴う収入（公衆電話、自動販売機及びドリンクコーナー）等 
 
 
７ 指定管理者の公募に関する事項 

 (1) 公募スケジュール 

ア 公募要項の配布          平成 27 年５月 28 日（木）～７月 16 日（木） 

イ 現地見学会及び応募説明会     平成 27 年６月８日（月） 

※現地見学会及び応募説明会に不参加の場合は応募できませんので、ご注意ください。  

ウ 完成図書の閲覧          平成 27 年５月 28 日（木）～ 

７月 16日（木）午後５時 

エ 公募に関する質問受付       平成 27 年５月 28 日（木）～６月 22 日（月） 

オ 公募に関する質問回答       平成 27 年７月６日（月）予定 

カ 応募書類の受付期間        平成 27 年６月９日（火）～ 

７月 16日（木）午後５時 
キ 審査・選定（面接審査等実施）   平成 27 年８月５日（水） 

ク 選定結果の通知・公表       平成 27 年９月 

ケ 指定管理者の指定         平成 27 年 12月予定 

コ 指定管理者との協定締結      平成 28 年１月予定  

 

(2) 公募手続きについて 

ア 公募要項の配布 

平成 27年５月 28 日（木）から平成 27年７月 16 日（木）までに、栄区ホームページ 

からダウンロードしてください。 

ＵＲＬ： http://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/ 

 

イ 現地見学会及び応募説明会 

現地見学会及び応募説明会を次のとおり開催します。 

（ア）開催日時：平成 27 年６月８日（月）午後２時から （所要時間２時間を予定） 

（イ）開催場所：栄区民文化センター 

（ウ）参加人数：各団体３名以内とします。 

ただし、複数の株式会社等の団体による共同事業体（以下、「共同事業体」

という。）を予定している場合は、構成団体全体で１団体とみなします。 

（エ）申込方法：平成 27 年６月５日（金）午後０時までに、参加申込書【様式１】に必要 
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事項をご記入の上、栄区地域振興課まで E-mail にてお送りください。 

（オ）その他注意事項 

  ・当日は、公募要項、業務の基準等の公募資料は配布しませんので、栄区ホームペー

ジから資料を印刷の上、ご持参ください。 

・指定管理者に応募する団体は、現地見学会及び応募説明会への参加が必須となりま

す。不参加の場合の応募は認めません。また、共同事業体での応募の際には、全て

の構成団体の社員（職員）が参加する必要があります。当日、社員（職員）であるこ

とを証明する書類（名刺可）を確認させていただきます。 

・後述する「８(1) ウ 欠格事項」に該当する団体は参加することができません。 

・現地見学会及び応募説明会以外の日に来館することは制限しませんが、案内や質問 

については一切応じません。また、いかなる場合も事務室内の書類の撮影、記録を禁 

止します。 

   

ウ 完成図書の閲覧 

完成図書について、次のとおり閲覧できます。 

（ア）閲覧期間：平成 27 年５月 28 日（木）から平成 27 年７月 16 日（木）までの、平日

午前９時から午後５時まで（午後０時から午後１時を除く） 

（イ）閲覧場所：栄区地域振興課 

（ウ）予約方法：閲覧希望の方は、栄区地域振興課に E-mailで事前に申込みください。 

 

エ 質問の受付 

公募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５月 28日（木）から平成 27年６月 22日（月）まで 

（イ）受付方法： E-mail で「質問書【様式２】」を栄区地域振興課にお送りください。 

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。 

 

オ 質問への回答 

回答方法：平成 27 年７月６日（予定）に、栄区ホームページに回答を掲載します。 

ＵＲＬ ：http://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/ 

 

カ 応募書類の受付 

（ア）応募書類：後述する「８(2) 応募書類」をご覧ください。 

（イ）受付期間：平成 27 年６月９日（火）午前９時から平成 27年７月 16 日（木）午後５ 

時まで 

（ウ）受付方法：事前に提出日をご連絡の上、栄区地域振興課までご持参ください。 

※郵送・ＦＡＸ等による提出は受理しません。要求した内容以外の書類

についても受理しません。 
 
 

８ 応募に関する事項 

 (1) 応募条件等について 

  ア 応募者の資格 

    法人その他の団体（以下「団体」という。）（個人での応募は不可） 

    ※法人格を取得し応募しようとしている団体（グループでの応募の場合は、少なくとも 

代表構成団体）は、応募書類の受付までに法人格を取得してください。 
 

  イ 複数の団体で構成されるグループ（以下「グループ応募」という。）による応募 

応募時に共同事業体を結成し、代表者（他の団体は構成団体とします。）を定めてくださ 

い。なお、共同事業体により申請をする場合には、【様式３－Ｃ－１～２】を提出してくだ 

さい。 
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  ウ 欠格事項 

    次に該当する団体は、応募することができません。 

(ｱ) 法人税、法人市民税、法人事業税、消費税及び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) 会社更生法・民事再生法による更正・再生手続中であること。 

(ｳ) 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しを受けたものである 

こと。 

(ｴ) 地方自治法施行令第 167 条の 4（昭和 22 年政令第 16 号）の規定により本市における

入札の参加資格を制限されていること。 

(ｵ) 当該指定管理者の選定を行う選定評価委員が、応募しようとする団体の経営又は運営

に直接関与していること。 

(ｶ) 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。 

  ※本項目について、横浜市が神奈川県警本部に対し調査・照会を行うため、別添の「申

請団体役員名簿【様式３－Ｅ】」を提出してください。 

(ｷ) ２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受け、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。 

  ※共同事業体の場合には、構成するすべての団体が前述の欠格事項に該当しないとと 

もに、応募時に、「共同事業体の結成に関する申請書【様式３－Ｃ－１～２】を提出す 

ることとします。また、選定後の協定締結までに、代表団体及び責任分担を明確に定 

めた組合契約を締結し、組合契約書の写しを提出することとします。 

(ｸ) 本施設の管理運営に不可欠な資格等を有していないこと。 

(ｹ) 現在、役員に破産者又は禁固以上の刑に処されている者がいること。 

  

 (2) 応募書類 

   公募申請書類は、アから順に並べ、原本１部、コピー10部をファイルに綴じて提出してく 

ださい。  

※提出方法の詳細は、別紙の「公募申請書類の提出方法について」をご覧ください。 

ア 指定申請書 11部（原本１部、コピー10部） 【第１号様式（第５条第１項）】 

    グループ応募の場合、代表構成団体及び構成団体は、指定申請書を提出するとともに、 

共同事業体結成に関する申請書【様式３－Ｃ－１】及び共同事業体連絡一覧【様式３－Ｃ 

－２】を提出してください。 

 

  イ 事業者に関する書類 11部（原本１部、コピー10部） 

   (ｱ) 団体の概要【様式３－Ａ】 ※グループ応募の場合は【様式３－Ａ～Ｃ】 

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

また、設立趣旨、事業内容のパンフレット等団体の概要が分かるものがある場合は、

あわせて提出をお願いします。 

   (ｲ) 定款、寄附行為、規則その他これらに類する書類 

   (ｳ) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び過去２か年の事業報告書 

   (ｴ) 欠格事項に該当しないことの宣誓書【様式３－Ｄ】 

   (ｵ) 申請団体役員名簿（神奈川県警本部調査・照会用）【様式３－Ｅ】 
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     ※【様式３－Ｅ】については、原本１部に加え、エクセルファイル（データ）も提出

してください。 

   (ｶ) 横浜市税の納税状況調査の同意書【様式３－Ｆ】 

     ※公益法人等又は人格のない社団等で収益事業等を実施していないことから法人税・

法人市民税の申告義務がなく、実際に申告税額がない場合には、収益事業等を実施

していないことについての宣誓書【様式３－Ｇ】を提出していただきます。 

   (ｷ) 法人にあっては、 

     ※ 当該法人の登記簿謄本 

     ※ 過去３か年の 

      1) 法人税納税証明書及び消費税納税証明書 

      2) 労働保険料の納付証明書（労働局または労働基準監督署による納付証明書） 

      3) 貸借対照表 

      4) 損益計算書（販売費及び一般管理費の明細つき） 

      5) 人員表・・・各決算期末の常勤役員数、従業員数、非常用従業員数（パートタイ 

マー、アルバイトのこと。８時間で一人と換算。） 

   (ｸ) その他の団体にあっては、 

     ※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過去２か年の収支決算書 

     ※人員表・・・各決算期末の常勤役員数、従業員数、非常用従業員数（パートタイマ 

ー、アルバイトのこと。８時間で一人と換算。） 

 

  ウ 提案書 11部（原本１部、コピー10 部） 

   (ｱ) 事業計画書【様式４、様式５－Ａ～Ｊ】 

(ｲ) 収支予算書【様式６－Ａ～Ｃ】 

 

 (3) 留意事項 

  ア 接触の禁止 

    選定評価委員、横浜市職員その他の本件関係者に対して、本件応募について直接・間接 

を問わず接触することを禁じます。 

 

イ 応募構成員の変更 

共同事業体応募の場合、申請書提出後の構成団体の変更は認められません。 

 

ウ 重複参加の禁止 

  応募団体は、共同事業体応募の場合、複数の団体の構成員となることはできません。  

 

エ 重複提案の禁止 

    応募一団体（グループ）につき、提案は一案とします。複数の提案はできません。 

 

  オ 提案内容変更の禁止 

    提出された書類の内容を変更することはできません。 

 

  カ 虚偽の記載をした場合の無効 

    応募書類に故意又は悪意により虚偽の記載があった場合は失格とします。 
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  キ 応募書類の取扱い 

    応募書類は理由のいかんを問わず返却しません。 

 

  ク 応募の辞退 

    応募書類を提出した後に辞退する際には、辞退届【様式７】を提出してください。 

 

  ケ 費用負担 

    応募に関して必要となる費用は団体の負担とします。 

 

  コ 提出書類の取扱い・著作権 

    区が提示する設計図書の著作権は区及び設計者に帰属し、団体の提出する書類の著作権 

は、それぞれ作成した団体に帰属します。なお、栄区民文化センターの指定管理者の公募 

において公表する場合その他区が必要と認める場合は、区は提出書類の全部又は一部を使 

用できるものとします。 

 

 

９ 審査及び選定に関する事項 

 (1) 提案内容の評価について 

   審査における評価項目と配点は以下のとおりです。以下の配点は、選定評価委員１名あた

りの持ち点数のため、総合評価は委員の評点を平均したもので行います。 

なお、応募団体が１団体のみの場合であっても、選定評価委員会の定める最低基準点に満

たないときは選定されず、再度公募を行うこととなります。次点候補者となるためにも、最

低基準点を満たすことが必要です。ただし、提案内容にかかわらず、応募団体の財務状況の

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。 

 

 (2) 評価項目及び配点 

  ア  栄区民文化センター運営のための基本方針（得点 15点） 

    栄区民文化センター運営のための総合的な基本方針等について示してください。また、 

安定的な管理運営を行うことができる体制等について示してください。【様式５－Ａ】 

   (ｱ) 市、区の行政課題及びセーフコミュニティ等の施策を踏まえた総合的な基本方針と 

    達成目標 

   (ｲ) 文化事業・運営業務を行う上での基本方針 

   (ｳ) 安定的な管理運営を継続できる体制 
  

  イ 運営業務、文化事業及び管理業務の実施方針（得点 25点） 

    栄区民文化センターが取り組む運営の基本方針を前提に、運営業務、文化事業及び管理 

業務の実施方針について示してください。【様式５－Ｂ】 

   (ｱ) 運営業務の実施方針 

     a 区民の来館や利用を促進させるための方針と賑わいの創出の方針 

     b 地域の文化芸術拠点としての機能と近隣施設との交流、協力、連携の考え方 

   (ｲ) 文化事業の実施方針 

     a 文化事業の達成目標と達成のための方針 

     b 施設運営における文化事業の位置づけ、文化事業の展開の考え方 

   (ｳ) 管理業務の実施方針 
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ウ 文化事業に関する提案（得点 30点） 

   (ｱ) 文化事業の概要と取組み 

     栄区民文化センターで取り組む文化事業それぞれについて、事業の概要と実施する上 

での方針を示してください。【様式５－Ｃ】 

     a 「地域文化活動の支援」の事業概要と実施方針 

     b 「情報、相談、交流事業の実施」の事業概要と実施方針 

     c 「鑑賞事業の企画及び実施」の事業概要と実施方針 

(ｲ) 文化事業の具体的な組立て 

a 指定期間(平成 28年度～32年度)５か年の展開方針等【様式５－Ｄ】 

      指定期間５か年に実施する文化事業の展開方針等を、年度ごとに分けて示してくだ 

さい。また、実施時期と各年度の文化事業の関連性、発展性及び質の高さ等について 

具体的に示してください。 

          b 平成 28年度・平成 29年度の文化事業の具体的な企画提案【様式５－Ｅ－１、２】 

       平成 28年度と平成 29年度の文化事業について、具体的な企画内容、実施時期・回 

数、予算について具体的に提案してください。 

   (ｳ) 文化事業の運営体制【様式５－Ｆ】 

     文化事業を企画、制作、実施する体制、企画の組織的意思決定の方法、また、事業支 

援を期待できる協力体制、さらにこれらの過程への区民参加の可能性や区民ニーズの抽 

出方法について考え方を示してください。 

 

  エ 施設の運営に関する提案（得点 30 点） 

   (ｱ) 運営組織の構造 

     栄区民文化センターを運営する組織図を示してください。さらに、各職員の雇用関 

係(未確定の場合には現時点で想定できる関係)、それぞれの職員の勤務体制(勤務時間、 

休日設定等)を明示してください。また、その組織構成にした理由も明記してください。 

 

     a 組織構成、人材の配置と勤務シフト【様式５－Ｇ】 

      組織図を前提として、組織図に明示されている職員全てを職能ごとに類型化し、そ

れぞれの職種ごとに行う業務内容(所掌業務)、必要な職能(資格、技能、経験値)等を

示してください。さらにそれぞれの職種での責任者の配置を明示してください。なお、

今回の応募時点で既に配置を想定している具体的な人材がある場合には、氏名、経歴、

資格等を記載してください。未定の職種については、採用の条件(経験値、資格、経歴

等)を記載してください。 

 

     b 開館時間・休館日等【様式５－Ｈ】 

      区民文化センターは午前９時から午後 10時というのが共通する開館時間です。この 

開館時間を参考に、栄区民文化センターの開館時間を提案してください。 

また、利用時間を延長又は短縮する場合は、提案内容とともにその理由等について 

も記載してください。なお、午前９時から午後 10時を超えて開館する場合の必要経費 

は、指定管理者の負担となります。 

      休館日については、利用状況等を考慮して、区との協議により決定することとしま 

すので、機器や設備のメンテナンスを含め施設利用が制約される場合を想定し、区民 

の利便性や収益性に配慮した休館日設定の考え方を示してください。 

 

   (ｲ) 利用料金設定【様式５－Ｉ】 
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     栄区民文化センターは利用料金制を採用しています。既存の利用料金表を参照して各 

利用区分の利用料金を設定するとともに、料金設定の基本的な考え方を示してください。 

また、終日利用や連続利用による利用料金の割引制度等については、自由な提案とその 

基本的な考え方を示してください。 

     様式（様式５－Ｉ）は、標準的な利用区分を前提とした様式です。利用時間帯が異な 

る場合等の提案を含む場合には、これに準ずる表を作成し説明を付記してください。 

 

   (ｳ)「おもてなしの精神」を踏まえた情報コーナー・諸施設の活用方法とサービス【様式５－Ｊ】 

     区民の施設利用の促進や文化活動の支援として、情報コーナーや諸施設の活用等を含 

め、提供できるサービス内容について提案をしてください。 

a 情報コーナーの活用方法とサービスの具体的な提案 

b 諸施設の活用方法とサービスの具体的な提案 

 

   (ｴ) 収支計画・収支予算書【様式６－Ａ、Ｂ、Ｃ】 

     栄区民文化センターが目指す文化事業を実現し、安定的で効率のよい施設管理や運営 

を行っていくために必要な経費の提案と、その原資となる収入について提案してくださ 

い。特に、経費縮減を図る上での具体的提案や、区が支払う経費（指定管理料）以外の 

利用料金収入、自主事業収入、その他収入において、収益向上が期待される提案があれ 

ば示してください。 

 

 (3) 選定評価委員会 

  ア 選定評価委員会の役割 

    指定管理者の指定のため、審査基準や公募要項の検討を行います。また、団体から提出

される応募書類について検討し、指定候補者及び第３順位までの指定候補者の選定を行い

ます。 
  イ 選定評価委員（50音順） 

氏  名 備  考 

風間 聰彦 栄区文化協会会長 
瀬畑 久美子 栄ソリスティ代表 
立木 正子 税理士 
丸山 孝 神奈川新聞社文化部長 
和田 淳一郎 横浜市立大学教授 

  ウ 会議の公開 

    選定評価委員会の会議は、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 

選定評価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。 

 

(4) その他 

 ア 市会の議決を経るまでの間に指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事

情が生じたときは、指定管理者に指定しないことがあります。また、市会の議決が得られ

なかった場合及び否決された場合については、当該区民文化センターにかかる業務及び管

理の準備のため支出した費用等については、一切補償しません。 

イ 指定候補者が指定管理者として指定されない場合又は辞退した場合は、区は次点指定候

補者を指定管理者の候補者として繰り上げ、市会の議決を経て指定管理者として指定する

ものとします。なお、次点指定候補者としての権利は、指定期間が開始すると同時に消滅

するものとします。 

ウ 共同事業体が指定管理者になる場合は、代表団体及び構成団体の責任分担を明確に定め
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た組合契約を締結し、基本協定の締結までに、その写しを区に提出してください。 

 

 

10 協定に関する事項 

 (1) 協定の締結 

   選定評価委員会による審査及び選定後、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) 協定内容 

  ア 指定期間に関する事項 

  イ 利用の許可等に関する事項 

  ウ 事業計画書に記載された事項 

  エ 利用料金に関する事項 

  オ 本市が支払うべき経費に関する事項 

  カ 施設内の物品の所有権の帰属に関する事項 

  キ 減免の取扱に関する事項 

  ク 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

  ケ モニタリング及び実績評価に関する事項 

  コ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

  サ 損害賠償に関する事項 

  シ その他区長が必要と認める事項 
 
 
11 モニタリング及び実績評価に関する事項 

  区は指定期間中にモニタリング及び実績評価を実施します。 

 (1) 事業報告書の提出 

   指定管理者は、事業報告書を作成し区に提出します。提出された事業報告書については、

公表することとします。なお、事業報告書の種類、書式及び記載項目等については、協定に

おいて定めるものとします。 

 

 (2) モニタリングの実施 

   区は指定管理者の業務の遂行状況や実績を確認するため、モニタリングを行います。なお、

実施時期や項目については、協定において定めるものとします。 

 

 (3) 実績評価の実施 

   区は指定管理者が事業計画書に基づき提供する業務の水準を確認するため、実績評価を行

います。なお、評価項目や実施方法については、別途定めるものとします。 

 

 (4) 業務の基準を満たしていない場合の措置 

   実績評価の結果、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、区は指定管

理者が必要な改善措置を講じるよう通知や是正通告を行い、それでも改善が見られない場合、

指定を取り消すことがあります。 

 

(5) 第三者評価の実施 
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区は有識者・専門家等からなる外部委員会を２～３年目に区が設置し、評価を行います。 
 
 
 
12 準備業務・引継業務 

  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。なお、指定管理者が

変更となった場合には、指定管理者は指定時及び指定期間終了時に、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、引継ぎを行うものとします。 

 

 

13 関係法規の遵守 

  業務を遂行する上で関連する法規がある場合は、それらを遵守することとします。横浜市区

民文化センター条例及び施行規則のほか、特に以下のことにご注意ください。 

 (1) 地方自治法 

  ※ 第 244 条第 2項 

    指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が施設を利用することを拒んではいけません。 

  ※ 第 244 条第 3項 

    指定管理者は、住民が施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはいけ

ません。 

 

 (2)横浜市個人情報の保護に関する条例 

   横浜市では個人情報を保護するため、その適正な取扱いに関し必要な事項、及び保有する

個人情報の本人開示及び訂正を請求する権利を条例で定めることにより、個人の権利利益を

保護し、市政の適正かつ公正な運営を図っています。 

本条例第 14条に、個人情報を扱う事務の委託を受けた者の個人情報保護に関する義務が規 

定されており、指定管理者制度においても同条の規定を適用します。 
 

 

14 その他 

 (1) 指定取消及び管理業務の停止 

指定管理者が行う施設管理の適正を期すために本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項の規程に基づき、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。 

  ア 横浜市栄区民文化センターの設置条例又は協定の規定に違反したとき 

  イ 地方自治法第 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、もしくは調査を妨げたとき 

  ウ 地方自治法第 244条の 2第 10項の規定に基づく指示に従わないとき 

  エ 当該施設の指定管理者公募要項に定める資格要件を失ったとき 

  オ 申込みの際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき 

  カ 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 

  キ 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 
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  ク 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 

  ケ 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、ストライキ等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 

  コ 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 

  サ 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 

  シ その他、市が当該指定管理者に管理を継続させ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、また区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。さらに、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、栄

区民文化センターの業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

 

(2) 協定書の解釈に疑義が生じた場合または協定書に定めのない事項が生じた場合の措置 

   区と指定管理者は誠意をもって協議するものとします。 


