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１ 経 緯 
 
 横浜市瀬谷区地区センター及び老人福祉センターの指定管理者の選定にあたり、横浜市瀬谷区

地区センター及び老人福祉センター指定管理者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）は、

事業者から提出された応募書類の審査や公開プレゼンテーションの開催を行ってまいりました。 
 この度、選定委員会による審査が終了し、応募者の順位を決定しましたので、ここに審査結果

を報告します。 
 
 
２ 横浜市瀬谷区地区センター及び老人福祉センター指定管理者選定委員会 委員  

委員長 名和田 是彦 （法政大学 教授） 
委 員 宇佐美あや子 （瀬谷区文化協会） 
委 員 佐々木 教助 （瀬谷区老人クラブ連合会 会長） 

  委 員 中村 英明  （税理士） 

  委 員 山宮 一清  （瀬谷区体育指導委員連絡協議会 地区会長） 
 
３ 審査の経過 
 

項  目 年  月  日 

●第１回横浜市瀬谷区地区センター及び老人福祉センター指定管

理者選定委員会 

（指定管理者の選定スケジュールの確定、公募要項等の検討） 

平成２２年６月 28 日（月） 

現地見学会兼公募説明会 

（阿久和地区センター：６団体） 

（瀬谷地区センター及び老人福祉センター瀬谷和楽荘：２団体） 

（中屋敷地区センター：７団体） 

平成２２年７月８日（木）及び９日（金） 

公募要項等に関する質問受付 

（阿久和地区センター：６件） 

（瀬谷地区センター及び老人福祉センター瀬谷和楽荘：４件） 

（中屋敷地区センター：１３件） 

平成２２年７月 12 日（月）～ 15 日（木）

公募要項等に関する質問に対する回答 平成２２年 7 月 21 日（水） 

提案書類の受付 

（阿久和地区センター：２団体） 

（瀬谷地区センター及び老人福祉センター瀬谷和楽荘：２団体） 

（中屋敷地区センター：３団体） 

平成２２年８月 12 日（木）及び 13 日（金）

●第２回横浜市瀬谷区地区センター及び老人福祉センター指定管

理者選定委員会 

 （公開プレゼンテーション、質疑及び審査） 

平成２２年８月 31 日（火） 

 
 
４ 審査にあたっての考え方  
 選定委員会では、「横浜市阿久和地区センター指定管理者 公募要項」、「横浜市瀬谷地区センタ

ー及び老人福祉センター瀬谷和楽荘指定管理者 公募要項」及び「横浜市中屋敷地区センター指

定管理者 公募要項」（以下、「公募要項」という。）においてあらかじめ定めた「指定管理者選定

の評価基準項目」に従って、応募団体から提出された応募書類の審査、面接審査及び選定委員に

よる質疑を行い、採点し、評価点第１位の団体を指定候補者、第２位の団体を次点候補者として

選定しました。 
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 点数については、阿久和地区センター及び中屋敷地区センターについては各委員 145 点を、 

瀬谷地区センター及び老人福祉センター瀬谷和楽荘については各委員 295 点を持点とし、その合

計点の平均点を評点としました。 

 
 （１）選定評価基準項目及び配点【阿久和地区センター及び中屋敷地区センター】 

配点 評価基準項目 
10 点 （１）基本条件の理解度 
10 点 （２）公平性 
20 点 （３）安定性・安全性 
20 点 （４）運営の実施効果 
20 点 （５）利用者ニーズの把握、利用者サービス向上の取組 
20 点 （６）効果的な自主事業展開 
20 点 （７）効率性 
10 点 （８）積極性、意欲 
15 点 （９）団体の資質・実績 

145 点 合計点数 
 
（２）選定評価基準項目及び配点【瀬谷地区センター及び老人福祉センター瀬谷和楽荘】 

配点 評価基準項目 
90 点 地区センター 
20 点  （１）基本条件の理解度 
30 点 （２）運営の実施効果 
40 点 （３）効果的な自主事業展開 
90 点 老人福祉センター 
20 点  （４）基本条件の理解度 
30 点 （５）運営の実施効果（高齢者に対する配慮） 
40 点 （６）効果的な自主事業展開 
115 点 共通事項 
10 点  （７）公平性 
25 点 （８）安定性・安全性 
20 点 （９）利用者ニーズの把握、利用者サービス向上の取組 
15 点 （10）収支計画 
20 点 （11）合築施設の効果 
5 点 （12）積極性、意欲 

20 点 （13）団体の資質・実績 
295 点 合計点数 

 
 
５ 応募者の制限  
 応募団体について、応募書類により、公募要項に定める応募の資格を持ち、欠格事項に該当し

ないことを確認しました。 
 
 
 
 
 
 
 

参考：公募要項 

 

応募に関する事項 

（１）応募者の資格 

   指定期間中、安全円滑に対象施設を管理運営できる法人その他の団体（複数の団体

が共同する共同事業体を含む。）とします。個人での申請はできません。 
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６ 応募団体（申込受付順） 
（１） 阿久和地区センター 

  ア 特定非営利活動法人区民施設協会・せや 

  イ 株式会社有隣堂 

（２） 瀬谷地区センター及び老人福祉センター瀬谷和楽荘 
  ア 特定非営利活動法人区民施設協会・せや 

  イ 株式会社日産クリエイティブサービス 
（３） 中屋敷地区センター 
  ア 特定非営利活動法人区民施設協会・せや 

  イ 株式会社有隣堂 

  ウ 株式会社日産クリエイティブサービス 

 
 
７ 選定結果 

選定委員会において厳正な審査を行った結果、次の団体を指定候補者等に選定しました。 
（１） 阿久和地区センター 

指定候補者 特定非営利活動法人区民施設協会・せや 

次点候補者 株式会社有隣堂 

（２） 瀬谷地区センター及び老人福祉センター瀬谷和楽荘 
指定候補者 特定非営利活動法人区民施設協会・せや 

次点候補者 株式会社日産クリエイティブサービス 

（３） 中屋敷地区センター 
指定候補者 特定非営利活動法人区民施設協会・せや 
次点候補者 株式会社有隣堂 

  第３位      株式会社日産クリエイティブサービス 
 
 
 
 

（２）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 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の参加資格を制限

されていること 

イ 法人税、法人市民税、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 

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 当該指定管理者の選定を行う選定委員が、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 

オ 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 

カ 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 

キ 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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８ 評点 
 
（１） 阿久和地区センター 

評価基準項目及び配点 
特定非営利活動法人

区民施設協会・せや
株式会社有隣堂 

（１）基本条件の理解度（10 点） 8.25 7.00 

（２）公平性（10 点） 8.00 7.00 

（３）安定性・安全性（20 点） 14.00 14.50 

（４）運営の実施効果（20 点） 16.00 13.75 

（５）利用者ニーズの把握、利用者サービス向上の取組（20 点） 15.00 14.50 

（６）効果的な自主事業展開（20 点） 13.75 13.75 

（７）効率性（20 点） 13.75 14.25 

（８）積極性、意欲（10 点） 7.75 7.25 

（９）団体の資質・実績（15 点） 11.00 10.75 

合計点数（145 点満点） 107.50 102.75 

 
（２） 瀬谷地区センター及び老人福祉センター瀬谷和楽荘 

評価基準項目及び配点 
特定非営利活動法人

区民施設協会・せや

株式会社日産クリ 

エイティブサービス 

地区センター 74.00 60.40 

（１）基本条件の理解度（20 点） 16.00 13.20 

（２）運営の実施効果（30 点） 24.40 20.00 

（３）効果的な自主事業展開（40 点） 33.60 27.20 

老人福祉センター 71.20 59.60 

（４）基本条件の理解度（20 点） 16.00 13.20 

（５）運営の実施効果（高齢者に対する配慮）（30 点） 24.00 20.80 

（６）効果的な自主事業展開（40 点） 31.20 25.60 

共通事項 87.60 78.80 

（７）公平性（10 点） 6.80 6.80 

（８）安定性・安全性（25 点） 18.00 17.20 
（９）利用者ニーズの把握、利用者サービス向上の取組（20 点） 16.40 14.00 

（10）収支計画（15 点） 11.60 10.60 

（11）合築施設の効果（20 点） 15.20 13.20 

（12）積極性、意欲（5 点） 4.40 3.40 

（13）団体の資質・実績（20 点） 15.20 13.60 

合計点数（295 点満点） 232.80 198.80 

 

（３）中屋敷地区センター 
評価基準項目及び配点 

特定非営利活動法人

区民施設協会・せや
株式会社有隣堂 株式会社日産クリ 

エイティブサービス

（１）基本条件の理解度（10 点） 8.00 7.50 6.50 

（２）公平性（10 点） 7.50 7.00 7.00 

（３）安定性・安全性（20 点） 14.00 14.00 13.00 

（４）運営の実施効果（20 点） 15.50 14.75 13.50 

（５）利用者ニーズの把握、利用者サービス向上の取組（20 点） 15.50 15.00 13.00 

（６）効果的な自主事業展開（20 点） 14.50 14.00 13.25 

（７）効率性（20 点） 13.25 14.50 13.75 

（８）積極性、意欲（10 点） 7.25 7.25 7.25 

（９）団体の資質・実績（15 点） 11.25 10.75 10.25 

合計点数（145 点満点） 106.75 104.75 97.50 
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９ 審査講評 
（１）阿久和地区センター 

  ア 特定非営利活動法人区民施設協会・せや 

     提案書は具体的且つきめ細かくよく書かれており、積極的に改善提案するなど、各評価基 

準項目を満たし、安定した運営が期待できる点が評価できました。また、地区センターの存 

在意義を理解し、地域社会への積極的な働きかけを行う姿勢が特に高く評価できました。 

    なお、本法人は、本施設の現指定管理者と実体を同じくする団体であり、母体である瀬谷 

区区民利用施設協会の安定した施設の運営実績を考慮し、評価しました。 

 

  イ 株式会社有隣堂 

    他地域での施設運営実績があり、提案内容も詳細且つ具体的に記載されており、評価基準 

項目を満たした提案が評価できました。施設運営に対する熱意も感じられ、企業ならではの 

柔軟な発想による新しい提案も高く評価できました。しかし、地区センターとして、地域へ

の働きかけに関する部分で受け身の姿勢が感じられました。 

 

（２）瀬谷地区センター及び老人福祉センター瀬谷和楽荘 
ア 特定非営利活動法人区民施設協会・せや 

     提案書は具体的且つきめ細かくよく書かれており、プレゼンテーションでは、現場従事者  

として管理運営に対する情熱と誠実な態度が感じられ、評価基準項目を満たした提案が評価 

できました。夜間利用の提案など、地区センターのさらなる発展が期待できる提案もあり、高 

く評価できました。 

    なお、本法人は、本施設の現指定管理者と実体を同じくする団体であり、母体である瀬谷 

区区民利用施設協会の安定した施設の運営実績を考慮し、評価しました。 

 

  イ 株式会社日産クリエイティブサービス 

 提案内容は具体性があり、施設運営に対する意欲も感じられ、評価できました。また、斬 

新なアイディアで新たな自主事業を提案をするなど、利用者サービス向上が期待できる点な 

ど、同様の施設の指定管理の実績がないにもかかわらず、努力してよく勉強している点も 

評価できました。また、大幅なコスト削減の提案は魅力的でした。 

たしかに、施設運営において、コスト削減及び数値目標を掲げ達成することは重要なこと 

です。しかし、本来、地区センター及び老人福祉センターが地域で果たす役割は数値化が難 

しい面があります。そして、この数値化できない部分の充実こそ非常に重要です。この点に 

ついての理解が不足していると感じられ、このため点数が伸びませんでした。 

 

（３） 中屋敷地区センター 

  ア 特定非営利活動法人区民施設協会・せや 

     提案書は具体的且つきめ細かくよく書かれており、評価基準項目を満たした提案が評価 

できました。地区センター周辺の地域特性を熟知し、地域との連携を率先して行う姿勢が高く

評価できました。 

    なお、本法人は、本施設の現指定管理者と実体を同じくする団体であり、母体である瀬谷 

区区民利用施設協会の安定した施設の運営実績を考慮し、評価しました。 

 
  イ 株式会社有隣堂 

    他地域での施設運営実績があり、提案内容も詳細且つ具体的に記載されており、評価基準 

項目を満たした提案が評価できました。地区センター周辺の地域特性及び現状の分析など、   

大変よく研究されており、施設運営に対する熱意が感じられました。しかし、地区センター 

として地域との関わりにより積極性が欲しいと感じられました。 

   

 



 - 7 -

  ウ 株式会社日産クリエイティブサービス 

 提案内容は具体性があり、施設運営に対する熱意も感じられ、評価できました。また、同様

の施設の指定管理の実績がないにもかかわらず、新たな自主事業の提案やコスト削減などの

数量管理など、努力してよく勉強している部分も評価できました。しかし、地域特性の研究

及び地域施設としての地区センターのあり方についてはまだ勉強不足であると感じました。      

また、質疑の中で、館長・副館長に単純にＯＢを当てる等の回答があり、これについては、

館長・副館長に求められる資質に関する認識に疑問を持ちました。 
 
10 総評 
（１）阿久和地区センター 

   特定非営利活動法人区民施設協会・せやが評価点 107.5 点で第１位の評価を受け、指定候補 

  者として選定されました。これは、具体的できめ細やかな提案及び積極的に地域へ働きかける 

姿勢や取り組みが評価されたものです。特定非営利活動法人区民施設協会・せやが指定管理者 

となった場合は、今回の評価に慢心することなく、利用者サービスの向上に努めるとともに、 

提案どおりの的確な施設運営を期待します。 

次点候補者となった株式会社有隣堂については、他施設の実績も含めて高い管理運営能力が

期待できるものの、地域とのつながり、働きかけの点が受け身であったため、その部分で点数

に差ができました。より地域と密着した運営や提案を期待します。 

 
（２）瀬谷地区センター及び老人福祉センター瀬谷和楽荘 

特定非営利活動法人区民施設協会・せやが評価点 232.8 点で第１位の評価を受け、指定候補 

者として選定されました。これは、具体的できめ細やかな提案及び地区センターの地域施設と 

しての発展を期待できる提案が評価されたものであり、地区センター及び老人福祉センターの 

合築施設として強みを生かした提案が高く評価されました。特定非営利活動法人区民施設協 

会・せやが指定管理者となった場合は、今回の評価に慢心することなく、利用者サービスの向 

上に努めるとともに、提案どおりの的確な施設運営を期待します。 

 次点候補者となった株式会社日産クリエイティブサービスについては、応募にあたりよく研

究して様々な提案をしている点、コスト削減など評価できる部分もありましたが、地域施設と

しての地区センター及び老人福祉センターの運営についてまだ理解が不十分であり、今後、地

域特性を踏まえた地域施設のあり方について理解を深めた上での提案を望みます。 
  
（３）中屋敷地区センター 

特定非営利活動法人区民施設協会・せやが評価点 106.75 点で第１位の評価を受け、指定候補 

者として選定されました。これは、具体的できめ細やかな提案及び周辺地域を熟知し連携を図 

る取組みが評価されたものです。ただし、点差は次点候補者と僅差であり、特定非営利活動法 

人区民施設協会・せやが指定管理者となった場合は、今回の評価に慢心することなく、危機感 

を持って利用者サービスの向上に努めるとともに、提案どおりの的確な施設運営を期待します。 

 次点候補者となった株式会社有隣堂については、他施設の実績も含めて高い管理運営能力が 

期待でき、また提案も充実しており、株式会社有隣堂を第 1位とした委員もいました。しかし、 
  地域とのかかわり方について、特定非営利活動法人区民施設協会・せやに比べて積極性に欠け、 

その点が差となりました。 

 第３位である株式会社日産クリエイティブサービスについては、施設運営に対する熱意や新 

たな取り組みは評価できるものの、新しい分野である地域コミュニティ施設の運営に飛び込む 

気概が欠けており、勉強不足の感が否めません。今後、地域特性を踏まえた地域施設のあり方

について理解を深めた上での提案を望みます。 


