市民・文化観光・消防委員会
平成 3 0 年 1 2 月 1 4 日
市
民
局

＜市第 84 号・第 85 号議案関連資料＞

地区センターの指定管理者の指定
及び公会堂の指定管理者の指定について
１

市第 84 号議案（地区センターの指定管理者の指定について）
アクティオ株式会社（準市内大企業）

選定の経過

横浜市白幡地区センター（神奈川区）

指定候補者

代表者 代表取締役社長 鈴木 悟
所在地 東京都目黒区東山１丁目５番４号

指定候補者
の事業概要

指定管理者制度に基づく公の施設の管理受託、美術館・博物館等
文化施設の案内・受付・誘導等運営に関する請負業務、社会福祉
施設の経営及び経営の受託その他を行う株式会社

指定期間

平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

応募団体数

３団体（公募期間：平成 30 年６月８日から平成 30 年８月３日まで）

選定委員会
の 開 催

平成 30 年５月 11 日
平成 30 年８月 23 日

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）

第１回（評価基準、公募要項の決定等）
第２回（書類・面接審査、団体の選定）

指定候補者

選定の経過

横浜市城郷小机地区センター（港北区）

株式会社有隣堂（市内中小企業）
代表者 代表取締役社長 松信 裕
所在地 中区伊勢佐木町１丁目４番地の１

指定候補者
の事業概要

書籍・文具等の販売、出版業、公共施設・文教に関する施設の管
理運営等に関する事業の受託その他を行う株式会社

指定期間

平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日まで

応募団体数

２団体（公募期間：平成 30 年５月１日から平成 30 年６月 29 日まで）

選定委員会
の 開 催

平成 30 年４月 11 日
平成 30 年８月１日

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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第１回（評価基準、公募要項の決定等）
第２回（書類・面接審査、団体の選定）

指定候補者

選定の経過

横浜市踊場地区センター（戸塚区）

公益社団法人とつか区民活動支援協会
代表者 理事長 原 一男
所在地 戸塚区戸塚町 127 番地

指定候補者
の事業概要

地区センター等の市民利用施設の管理運営その他の事業を行う
公益社団法人

指定期間

平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

応募団体数

２団体（公募期間：平成 30 年６月４日から平成 30 年７月 26 日まで）

選定委員会
の 開 催

平成 30 年５月 24 日
平成 30 年８月 24 日

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）

第１回（評価基準、公募要項の決定等）
第２回（書類・面接審査、団体の選定）

【参考】現在の指定管理者：公益財団法人横浜ＹＭＣＡ

指定候補者

選定の経過

横浜市上大岡コミュニティハウス（港南区）

特定非営利活動法人港南区レクリエーション協会
代表者 理事長 菅 伸也
所在地 港南区港南六丁目 19 番 19 号

指定候補者
の事業概要

社会教育に係る事業、野外活動の普及に係る事業、居場所づくり
の推進に係る事業、コミュニティハウス等の管理運営その他の事
業を行う NPO 法人

指定期間

平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

応募団体数

２団体（公募期間：平成 30 年６月 15 日から平成 30 年８月 10 日まで）

選定委員会
の 開 催

平成 30 年６月６日
平成 30 年８月 27 日

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）

第１回（評価基準、公募要項の決定等）
第２回（書類・面接審査、団体の選定）

指定候補者

選定の経過

横浜市常盤台コミュニティハウス（保土ケ谷区）

特定非営利活動法人ワーカーズコープ
代表者 代表理事 田嶋 羊子
所在地 東京都豊島区東池袋１丁目 44 番３号

指定候補者
の事業概要

介護保険法に基づく介護サービスなどの事業、指定管理者制度に
よる公共施設等の管理運営その他の事業を行う NPO 法人

指定期間

平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

応募団体数

２団体（公募期間：平成 30 年６月４日から平成 30 年７月 27 日まで）

選定委員会
の 開 催

平成 30 年５月 23 日
平成 30 年８月 31 日

選定委員会
の 構 成

６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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第１回（評価基準、公募要項の決定等）
第２回（書類・面接審査、団体の選定）

指定候補者

選定の経過

横浜市上白根コミュニティハウス（旭区）

特定非営利活動法人ワーカーズコープ
代表者 代表理事 田嶋 羊子
所在地 東京都豊島区東池袋１丁目 44 番３号

指定候補者
の事業概要

介護保険法に基づく介護サービスなどの事業、指定管理者制度に
よる公共施設等の管理運営その他の事業を行う NPO 法人

指定期間

平成31年４月１日から平成36年３月31日まで
１団体（公募期間：平成 30 年６月１日から平成 30 年７月 20 日まで）

選定委員会
の 開 催

平成 30 年５月 22 日
平成 30 年７月 27 日

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）

第１回（評価基準、公募要項の決定等）
第２回（書類・面接審査、団体の選定）

一般社団法人磯子区区民利用施設協会
指定候補者

選定の経過

横浜市滝頭コミュニティハウス（磯子区）

応募団体数

代表者 会長 三上 勇夫
所在地 磯子区磯子三丁目１番 41 号

指定候補者
の事業概要

地区センター等の区民利用施設の管理運営その他の事業を行う
一般社団法人

指定期間

平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

応募団体数

１団体（公募期間：平成 30 年５月 25 日から平成 30 年７月 24 日まで）

選定委員会
の 開 催

平成 30 年５月８日
平成 30 年８月 22 日

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）

第１回（評価基準、公募要項の決定等）
第２回（書類・面接審査、団体の選定）

指定候補者

選定の経過

横浜市荏田コミュニティハウス（青葉区）

公益社団法人横浜市民施設協会
代表者 理事長 松澤 孝郎
所在地 青葉区あざみ野二丁目９番地の 22

指定候補者
の事業概要

地区センター等の区民利用施設の管理運営その他の事業を行う
公益社団法人

指定期間

横浜市荏田コミュニティハウス供用開始の日から平成36年３月31日まで

応募団体数

１団体（公募期間：平成 30 年５月 11 日から平成 30 年７月 11 日まで）

選定委員会
の 開 催

平成 30 年４月 23 日
平成 30 年８月 17 日

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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第１回（評価基準、公募要項の決定等）
第２回（書類・面接審査、団体の選定）

指定候補者

選定の経過

横浜市新橋コミュニティハウス（泉区）

２

特定非営利活動法人中川コミュニティグループ
代表者 理事長 西ヶ谷 保秀
所在地 泉区岡津町 1,535 番地

指定候補者
の事業概要

地区センター等の市民利用施設の管理運営その他の事業を行う
NPO 法人

指定期間

平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

応募団体数

１団体（公募期間：平成 30 年５月 21 日から平成 30 年７月 18 日まで）

選定委員会
の 開 催

平成 30 年５月８日
平成 30 年８月 17 日

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）

第１回（評価基準、公募要項の決定等）
第２回（書類・面接審査、団体の選定）

市第 85 号議案（公会堂の指定管理者の指定について）
港北公会堂運営管理グループ
指定候補者

指定期間

選定の経過

横浜市港北公会堂（港北区）

指定候補者
の事業概要

代表者
株式会社サンワックス
代表取締役社長 野原 治人
所在地 埼玉県熊谷市問屋町２丁目５番 13 号
◆株式会社サンワックス（市外中小企業）
施設の管理運営、建築物の衛生的管理、各種清掃その他の事業
を行う株式会社
◆一般社団法人アーツスプレッド
演奏会、講習会、コンサート等の企画・運営を行う団体
平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

応募団体数

２団体（公募期間：平成 30 年５月 14 日から平成 30 年７月 13 日まで）

選定委員会
の 開 催

平成 30 年４月 23 日
平成 30 年８月 20 日

選定委員会
の 構 成

７名（学識経験・有識者、地域・利用者代表、財務の専門家）

第１回（評価基準、公募要項の決定等）
第２回（書類・面接審査、団体の選定）

【参考】現在の指定管理者：株式会社シグマコミュニケーションズ（準市内大企業）
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