市民・文化観光・消防委員会

市第 107 号議案
市第 108 号議案関連資料

平成 27 年 12 月 10 日
市

民

局

公会堂並びに公会堂及びスポーツ施設の指定管理者の指定について
株式会社シグマコミュニケーションズ
指定候補者

指定期間
選定の経過

横浜市南公会堂（南区）

団体の概要

代表者

代表取締役社長 鈴木 利雄

所在地

東京都品川区西五反田７丁目 19 番１号

施設設備の管理・運営、各種映像・イベント事業の企画制作等を
行う株式会社
横浜市南公会堂に係る横浜市公会堂条例の施行の日から平成33年３月31日まで
（施行の日は平成28年４月を予定）

応募団体数

３団体（公募期間：平成 27 年６月 11 日から平成 27 年７月 30 日まで）

選定委員会

平成 27 年５月 26 日 第１回（評価基準、公募要項の決定等）

の開催

平成 27 年８月 26 日 第２回（書類・面接審査、団体の選定）

選定委員会の構成

５名（学識経験・有識者、地域・利用者代表、財務の専門家）

（南区総合庁舎整備事業） 公会堂を含む総合庁舎は、平成 28 年１月 22 日しゅん工。新公会堂は同年４月の開館を予定。
（現公会堂の休館時期）

平成 27 年 12 月 29 日から新公会堂開館（平成 28 年４月を予定）まで

テルウェル東日本株式会社
指定候補者

指定期間
選定の経過

横浜市金沢公会堂（金沢区）※

団体の概要

代表者

代表取締役社長 三和 千之

所在地

東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目 14 番９号

建物等の清掃・警備・受付・案内等総合管理その他の事業を行う
株式会社
横浜市金沢公会堂に係る横浜市公会堂条例の施行の日から平成33年３月31日まで
（施行の日は平成28年４月を予定）

応募団体数

１団体（公募期間：平成 27 年５月 18 日から平成 27 年７月 10 日まで）

選定委員会

平成 27 年５月８日

第１回（評価基準、公募要項の決定等）

の開催

平成 27 年８月 12 日 第２回（書類・面接審査、団体の選定）

選定委員会の構成

５名（学識経験・有識者、地域・利用者代表、財務の専門家）

（金沢区総合庁舎整備事業）
（現公会堂の休館時期）

新公会堂※を含む総合庁舎は、平成 28 年１月 29 日しゅん工。新公会堂※は同年４月の開館を
予定。なお、講堂等を含む新公会堂棟は、平成 30 年 12 月のしゅん工を予定。
平成 28 年３月 14 日から新公会堂※開館（平成 28 年４月を予定）まで

※リハーサル室及び多目的室に限る。
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株式会社清光社
指定候補者

指定期間
選定の経過

横浜市緑公会堂（緑区）

団体の概要

代表者

代表取締役社長 鈴木 良一

所在地

中区山下町１番地

各種設備の保守運転、ビルの清掃、施設の管理運営その他の事業
を行う株式会社
横浜市緑公会堂に係る横浜市公会堂条例の施行の日から平成33年３月31日まで
（施行の日は平成28年５月を予定）

応募団体数

３団体（公募期間：平成 27 年５月 18 日から平成 27 年７月 16 日まで）

選定委員会

平成 27 年４月 27 日 第１回（評価基準、公募要項の決定等）

の開催

平成 27 年８月 17 日 第２回（書類・面接審査、団体の選定）

選定委員会の構成

５名（学識経験・有識者、地域・利用者代表、財務の専門家）

（緑区総合庁舎整備事業）
（現公会堂の休館時期）

区総合庁舎の耐震補強工事は、平成 28 年３月 18 日しゅん工。新
公会堂は同年５月の開館を予定。
平成 26 年９月 24 日から新公会堂開館（平成 28 年５月を予定）まで

指定候補者

代表者
株式会社コナミスポーツクラブ
代表者

代表取締役社長 塩野 紀子

所在地

東京都品川区東品川４丁目 10 番１号

◆株式会社コナミスポーツクラブ
団体の概要

スポーツ施設等の施設運営その他の事業を行う株式会社
◆株式会社東急コミュニティー
土地建物の管理、賃貸、売買その他の事業を行う株式会社

指定期間
選定の経過

横浜市青葉公会堂及び横浜市青葉スポーツセンター（
青葉区）

コナミスポーツクラブ・東急コミュニティー共同事業体

平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

応募団体数

２団体（公募期間：平成 27 年６月４日から平成 27 年７月 31 日まで）

選定委員会

平成 27 年５月 21 日 第１回（評価基準、公募要項の決定等）

の開催

平成 27 年８月 24 日 第２回（書類・面接審査、団体の選定）

選定委員会の構成

５名（学識経験・有識者、地域・利用者代表、財務の専門家）
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指定候補者

代表者
公益財団法人横浜市体育協会
代表者

会長 山口 宏

所在地

中区尾上町６丁目 81 番地

◆公益財団法人横浜市体育協会
スポーツ施設等の管理運営やスポーツ推進、健康・体力づくり
事業その他の事業を行う公益財団法人
団体の概要

◆株式会社ケイミックス
ビルメンテナンス及び運営サービス、文化ホール施設の管理運
営その他の事業を行う株式会社
◆特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会
地区センター等の管理運営その他の事業を行うＮＰＯ法人

指定期間
選定の経過

横浜市栄公会堂及び横浜市栄スポーツセンター（栄区）

横浜市体育協会・株式会社ケイミックス・さかえ区民活動支
援協会グループ

平成28年４月１日から平成33年３月31日まで

応募団体数

１団体（公募期間：平成 27 年６月１日から平成 27 年７月 16 日まで）

選定委員会

平成 27 年５月 12 日 第１回（評価基準、公募要項の決定等）

の開催

平成 27 年８月 18 日 第２回（書類・面接審査、団体の選定）

選定委員会の構成

５名（学識経験・有識者、地域・利用者代表、財務の専門家）

【参考】現指定管理者と指定候補者
施設名

現指定管理者

指定候補者

横浜市南公会堂

株式会社シグマコミュニケーシ
同左
ョンズ

横浜市金沢公会堂

テルウェル東日本株式会社

同左

横浜市緑公会堂

（横浜市直営）

株式会社清光社

横浜市青葉公会堂及
コナミスポーツクラブ・東急コ
び横浜市青葉スポー
同左
ミュニティー共同事業体
ツセンター
横浜市体育協会・株式会社ケイ
横浜市栄公会堂及び
ミックス・さかえ区民活動支援
横浜市体育協会・さかえ区民活
横浜市栄スポーツセ
協会グループ（現指定管理者に、
動支援協会グループ
株式会社ケイミックスが加わり
ンター
ました。）
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