


Ⅰ 事業計画

１ 施設運営の基本的な考え方について

(1) 施設の設置目的を踏まえた施設運営の基本的な考え方

※ 武道館の設置目的を踏まえ、どのような施設運営を目指すのか、基本的な考え方を記載してください。

また、業務の一部を委託する場合は、その業務内容等も記載してください。

県立武道館の在りかた

武道振興の増進に努めるなかで、施設運営、施設管理等あらゆる面で県立武道館を創作し、利用者がより気持ちよく、

気兼ねなく武道に打ち込むことができる環境づくりが指定管理者の使命であると考えます。また、県内の広域的な武道

振興の一翼を担うべく、積極的に各種武道教室、大会・イベントを開催するなかで、県民の心身の健全な発達を目的と

し、子供から高齢者まで、世代を超えた交流の場を目指します。特に注力すべき点は、平成２４年４月から中学校での

武道の必修化を見据えた小・中学生を対象とした各種武道教室の強化。また、平成２１年度に実施される「県民スポー

ツ週間」等、武道振興に繋がる各種イベントに対し、積極的に取組んでまいります。

また以下に掲げる事項を武道の課題と捉え、積極的に取り組んでまいります。

① 少子化傾向における各武道人口の減少を増加に転じるため、特に小学校低学年生の取り込み、武道の素晴らし

さを積極的にアピールする。

② 武道人口の約７５％が男性で占められていることから、女性の武道人口の増加を図り、女性の活動しやすい教

室等の設定する。

③ 県民に対して魅力あふれる武道の機会の提供を行う。

その結果として、県立武道館の設置目的である武道振興の増進を達成すべく、新たな利用者の開拓を目指してまいり

ます。

業務遂行の基本方針

当社が指定管理者として行う県立武道館の管理運営においては、利用者に対する適正かつ公平で迅速なサービスの提供を

基本といたします。

また、神奈川県教育委員会との信頼関係を構築するため積極的な情報交換を行います。当社内においては業務の現状確認、

方針及び対処方法などについて関係者会議を適宜開催するとともに、自社モニタリングを随時実施し、サービスの向上に努

めます。

利用者の施設利用に対し、「安心」、「安全・快適」、「上質」なサービスの提供を通じて、「未来価値創造のベストパ

ートナー」を宣言いたします。

武道振興の増進 新たな利用者の開拓

神奈川県立武道館

【重点ポイント】

①小・中学生を対象とした各種武道教室の強化

②武道振興に繋がるイベントの積極開催

【武道館の在りかた】

・武道を通じて、県民の心身の健全な発達を目的とし

ています。

・子供から高齢者まで、世代を超えた交流の場を目指し

ています。

・県内の広域的な武道振興の一翼を担うべく、積極的

に各種武道教室、大会・イベント開催を実施します。



①法令遵守

地方自治法、神奈川県立武道館条例を始め、各種条例並びに、消防法・建築基準法・個人情報保護法等の関係法令を遵

守し、適法に業務を実施します。

②公平なサービスおよびサービスレベルの向上

当社の組織力を活かしたネットワーク、並びに様々な施設運営・施設管理で培ったノウハウを活用して、利用者へのサ

ービスの向上を図ります。また、利用者に対し親切かつ平等で公平な対応に努めます。

③コスト縮減および経済の活性化・環境への配慮

様々な施設の管理運営実績によるスケールメリット、および組織力と管理運営ノウハウのシステム化による効率的な要

員体制により、神奈川県の財政負担の軽減に努めます。また、県内経済活性化の観点から再委託業者については神奈川県

に事務所のある会社から優先的に選定します。さらに、徹底したエネルギー管理・リサイクル等を推進し、環境負荷の軽

減と共にコスト縮減にも取り組みます。

④安心・安全・快適な施設創り

利用者の安心・安全・快適な施設環境を創造するために、施設及びスポーツ用具の安全点検はもとより、日常に潜む不

便さや危険性のチェックを行い、安全確保のためにＢＣＰ（事業継続計画）を考慮した危機管理マニュアルを整備し、万

が一の災害に備え、防災訓練等を実施いたします。

⑤神奈川県教育委員会との協力体制の構築

県立武道館のさらなる活性化のためには、神奈川県教育委員会と当社との間に強固な協力体制を構築することが不

可欠です。当社は、「ＰＤＣＡサイクル」（プラン・ドゥ・チェック・アクション）を徹底すると同時に、神奈川県教

育委員会へのご報告ご相談を徹底します。

以上の基本方針をもとに、あらゆる面で使い易くなったと言われる施設運営を目指します。様々な建物管理運営から得た

ノウハウを最大限に活用し、県立武道館の運営においても多面的なものの見方を展開し、より効率的かつ利便性の高い利用

者本位の施設運営を目指してまいります。

業務の再委託について

建物設備の施設管理業務を実施するにあたって、設備機器等の機能や保守点検業務等の内容によっては、専門業者し

か実施できない業務、専門知識をもつ保守会社に再委託したほうがより精度が上がる業務があります。そのため、県立

武道館の施設管理においても、必要に応じて業務の再委託を想定しています。ただ、再委託した場合でも当社が当該業

務についての責任を持つことは言うまでもありませんが、業務管理を厳密に行い、業務水準の確保と事故防止を徹底し

ます。

また、当社は再委託業者の選定にあたっては、当社の発注管理部による業務審査を経て、その基準を満たすことによ

り発注が可能となります。審査は、会社経歴・財務内容・業績・設備機器の保有状況・許認可・保険加入状況等を総合

的に調査し一定の基準を満たすことが必要であり、当該業者の与信力が客観的に判断されます。県立武道館の管理運営

業務の再委託については、「様式３ 委託予定業務一覧表」にて記載しています。また、施設運営に関わる現地スタッ

フにおいては、全て当社社員が対応することで、業務レベルの均一化及び高い業務レベルの維持に努めてまいります。

○サービスの理念及び基本方針

１．「利用者の皆様への更なるサービス向上」

２．「利用者、神奈川県教育委員会の立場に立った管理運営」

３．「民間企業ならではのサービスの提供」



(2) 利用者の平等利用の確保

※ 施設運営に当たって、利用者の平等利用の観点から、特にどのようなことに留意するべきか考え方を記載し

てください。

施設における平等なサービス提供

県立武道館は、公の施設であり県内の広域的な武道振興のための施設として設立され、正当な理由なく利用を拒んで

はならず、また不当な差別的扱いをしてはならないとされており、公の施設を管理する指定管理者においても、平等な

利用を確保しなければならないと考えます。利用者の平等利用の確保にあたり、当社は利用者をはじめ関係諸団体等に

対し、以下のような対応を行ってまいります。

１．幅広い利用者が満足を得られる施設環境とサービスの提供

① 県立武道館は「公の施設」として県民が自由・平等に利用可能な施設であるとともに、提供されるサービスを誰

でも平等に受けることができる施設運営を行う必要があります。

② 多くの県民が集う「子供から高齢者まで、障害の有無にかかわらず、誰でも利用できる施設」を目指して、県民

の武道振興拠点としてよりよい環境を提供します。

２．施設利用における平等性を確保

① 特に、施設の団体受入れの際には、公平性と透明性に配慮し、特定団体による偏った利用が起きないよう利用調

整を行います。

② 施設利用ルールの徹底を図り、利用者の快適な利用に配慮します。

③ 利用者が「武道館における秩序を乱し、または公益を害するおそれがあると認められるとき」「施設及び設備を毀

損するおそれがあると認められるとき」「その他武道館の管理に支障を及ぼすと認められるとき」等は神奈川県立

武道館条例 第１１条２項に則り使用の許可を認めない。また、許可を取消す際にも、公平性に配慮します。

④ 新規参入団体の選定方法においても、公平性と透明性を遵守いたします。

３．施設情報は県民へ平等に提供

① 県立武道館に関する情報は、県広報、ホームページ・パンフレット・施設内掲示板等多様な媒体を通じて県民へ

平等に提供します。

② 情報提供を行う際は、地域・内容・時期等に偏りがないよう配慮します。

４．意見・要望による改善事項は利用者へ平等に説明

利用者から寄せられた意見・要望によって施設運営を改善した事項については、施設内に掲示すると共にホームページ

等で広く県民に開示・説明を行い、円滑な施設運営に理解と協力をお願いします。



(3) 法令に基づいた施設運営

※ 関係法令や条例等の規定を遵守した適切な施設運営という観点から、特にどのようなことに留意すべ

きか考え方を記載してください。

関係法令の遵守

当社は、県立武道館の管理運営に従事するスタッフに、下記関係法令等の遵守を徹底いたします。また、関係法

令の遵守にとどまらず、県立武道館の設置目的を踏まえ「武道の理念」や「武道憲章」にも精通したスタッフを配

置します。

① 地方自治法

② 神奈川県立武道館条例

③ 神奈川県立武道館の利用等に関する規則

④ 労働基準法をはじめとする各労働関係法令

⑤ 消防法、建築基準法など施設の安全確保のための各種規制法令等

⑥ 神奈川県個人情報保護条例

具体的な施策としては、当社コンプライアンス担当部署が主催となり、現地スタッフを含め職員に対し、業務を

実施する際に把握しておくべき法令の知識・問題点を再確認し、適法な業務遂行に資するための研修を年１回実施

してまいります。また、コンプライアンス推進と浸透を図るため、「企業倫理ハンドブック」を全職員に配布し、業

務の規範である「企業倫理」の理解と実践のために、ハンドブックを常に身近に置き、行動の指針として活用して

おります。当社業務に携わる一人ひとりが、それぞれの立場でコンプライアンスの担い手であることを理解し、「企

業倫理」に則って、誠実に行動することをお約束いたします。

利用者に対しての関係法令の理解促進

当社は、施設利用者にも関係法令及び武道の理念等についての理解促進に努めてまいります。県立武道館の玄関

広間に関係資料を設置し、いつでも誰でも閲覧できるような環境づくりをいたします。施設利用者が県立武道館設

立の目的を含め、県立武道館という施設そのものに対し興味をもって頂ければ、それが武道振興の増進へとも繋が

ると考えております。



２ 施設運営の体制づくりについて

(1) 組織及び職員構成

※ 武道館の運営に関する組織体制を職名、指揮命令系統、常勤・非常勤の別が分かるように図で記載してくだ

さい。

また、業務の一部を委託する場合は、その管理・指導体制についても記載してください。

現地運営体制

現地責任者となる施設長に指揮命令系統を一元化し、スマートでスムーズな体制を実現します。また、施設長が不在の

場合は、副施設長が統括業務を代行することで施設長の負担を軽減し、常に健全な運営体制を図ります。

また、各種大会・イベント開催における集中的な繁忙期には、現地スタッフのシフトを臨機応変に変更し、スムーズな

運営に注力いたします。

【主に関係する部署】

（危機管理関係）総務部２０名、（研修関係）人事部５９名

（売上・入金・支払関係）経理部２６名

（法令関係）コンプライアンス担当部署９名

（24時間窓口）コールセンター１８名

（品質管理）安全衛生品質管理部署 ４名、発注管理部 ８名

【管轄支店長】

支店統括を行う。

（神奈川県立武道館を含めた統括）

【技術バックアップ担当部署】

・技術関係の応援・履行確認

・技術知識向上のためのバックアップ

神奈川県立武道館

支店長 １名

技術チーム ２１名

企画・庶務 １９名

運営チーム ４６名

神奈川支店

本 社

1名 常勤

管理運営責任者

防火管理者

個人情報管理者

安全管理者

1名 常勤

管理運営責任者

防火管理者

安全管理者

イベント相談役

3名 非常勤

1名 常勤 安全管理者

施設長

副施設長

サービススタッフ



◆業務分担表

施設長や副施設長という現場を統括する人間をはじめ各スタッフが他のスタッフ業務を補助することで、現地要員体制

のスリム化を図ります。特に建物管理業務におきましては、管理会社である当社のネットワークを最大限に活用し、神奈

川支店及び本社バックアップ体制のもと現地要員の削減を可能としています。

また、現行実施業務のほかに、当社は各種大会・イベント運営にあたりイベント相談役を設置し、よりスムーズな大会・

イベント運営をご提案いたします。主な業務内容としましては、大会・イベント当日の手伝いや準備は勿論のこと、イベ

ント開催において主催者との連絡窓口となり、事前打合せのなかでより主催者や参加者の負荷が軽減されるよう調整を図

っていきます。

(2) 勤務計画表

※ (1)の職員構成による１ヶ月分の勤務計画表を例示してください。

統括 受付 管理 指導 施設維持 監視（巡回） イベント調整

施設長 ◎ ○ ○ ○ ○

副施設長 ○ ○ ◎ ○ ○ ◎

サービススタッフＡ ○ ○ ◎ ○

サービススタッフＢ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

サービススタッフＣ ◎ ○

サービススタッフＤ ◎ ○

受付：利用受付業務／利用者に関する相談／利用調整業務／利用統計

管理：財産及び県立武道館の管理／スポーツ用具の安全点検

指導：武道に関する指導・助言

施設維持：施設の簡易修繕／スポーツ設備・施設の整備

監視（巡回）：施設利用者の監視等

イベント調整：各種大会・イベントの調整（イベント相談役）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
休

館

日

休

館

日

休

館

日

休

館

日

要員 5 5 5 4 4 - 5 5 5 5 4 4 - 5 5 5 5 4 4 - 5 5 5 5 4 4 - 5 5 5 5

施設長 1 ○ ○ ○ 休 休 休 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 休 ○ ○ ○ ○ 休 休 休 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 休 ○ ○ ○ ○

副施設長 1 ○ ○ ○ ○ ○ 休 ○ ○ ○ ○ 休 休 休 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 休 ○ ○ ○ ○ 休 休 休 ○ ○ ○ ○

サービススタッフＡ 1 ○ ○ ○ ○ 休 休 ○ ○ ○ ○ 休 ○ 休 ○ ○ ○ ○ ○ 休 休 ○ ○ ○ ○ 休 ○ 休 ○ ○ ○ ○

サービススタッフＢ 1 ▲ ▲ ▲ 休 ○ 休 ▲ ▲ ▲ ▲ 休 ○ 休 ▲ ▲ ▲ ▲ 休 ○ 休 ▲ ▲ ▲ ▲ ○ 休 休 ▲ ▲ ▲ ▲

サービススタッフＣ 1 休 ◇ ◇ ◇ ◇ 休 休 休 ◇ ◇ ◇ ◇ 休 休 休 ◇ ◇ ◇ ◇ 休 休 休 ◇ ◇ ◇ ◇ 休 休 休 ◇ ◇

サービススタッフＤ 1 ◇ 休 休 ◇ ◇ 休 ◇ ◇ 休 休 ◇ ◇ 休 ◇ ◇ 休 休 ◇ ◇ 休 ◇ ◇ 休 休 ◇ ◇ 休 ◇ ◇ 休 休

合計人数 6 ○・・・８時間勤務 ▲・・・５時間勤務 ◇・・・６時間勤務

月間スケジュール表



多様な利用者ニーズへの対応

現在、午前９時から午後９時までの開館時間となっていますが、多様な利用者ニーズに応えるため、開館時間の延長をご

提案いたします。社会人の利用や大学生等の部活動をイメージし、午後１０時までの開館時間の延長（平日のみ実施予定）

を行います。

◆平日勤務体制

◆休日（土曜、日曜）の勤務体制

施設長

副施設長

サービススタッフＡ

サービススタッフＢ

サービススタッフＣ

または

サービススタッフＤ

13:30～22:30 （1h休憩含む）

8:30～15:30（1h休憩含む）

8:30～17:30 （1h休憩含む）

8:30～17:30 （1h休憩含む）

23:00

利用時間

12:00 18:00 21:00 22:00

9:00～22:00

16:30～22:30 （1h休憩含む）

7:00 8:00 9:00

施設長または副施設長

サービススタッフＡ

または

サービススタッフＢ

サービススタッフＣ

サービススタッフＤ

8:30～17:30 （1h休憩含む）

8:30～15:30 （1h休憩含む）

14:30～21:30 （1h休憩含む）

23:0012:00 18:00 21:00 22:00

12:30～21:30 （1h休憩含む）

利用時間 9:00～21:00

7:00 8:00 9:00



３ 職員採用について

(1) 人材確保の方針

※ 武道館の運営に必要な人材を確保するための職員採用にあたっての選考方法、選考基準、採用数

等について記載してください。

職員採用の選考方法、選考基準について

職員の採用にあたっては、当社人事部の専門スタッフにより、募集から採用選考、採用内定までを実施いた

します。広く人材を募り、かつ多面的な採用選考を実施することで、県立武道館のスタッフとして適性のある

人材の確保に努めます。

実際の選考方法・基準は以下の通りです。

【採用選考の流れ】

採用選考③ 適性検査

採用内定

応募

書類選考

採用説明会

採用選考② 筆記試験

採用選考① 面接

１．応募～採用説明会

・人事部より、新聞広告・ハローワーク等の広

告媒体を通じ広く募集活動を実施します。一

次審査として書類選考を実施し、適性のある

人物かスクリーニングします。

・採用選考前に応募者に対し説明会を実施し、

職務内容等を十分理解していただいた上で採

用選考を受検するようにします。

２．採用選考

・①面接･･･専門の人事部スタッフにて面接をし

ます。公共施設の職員としてふさわしい人物

であり、かつ経験を有しているか、人物本位

で選考します。

・②筆記試験･･･基礎的な言語力や理解力、一般

常識を有しているか、記述式の試験を実施し

ます。

・③適性検査･･･県立武道館職員として接客対応

能力等の適性を有しているか検査します。面

接とは別の方法で選考することにより、より

多面的な人物評価をします。

３．採用内定

・説明会で案内した採用条件や職務内容を再度

お互い確認する採用内定面談をし、最終的に

合意できた場合に正式に採用を内定します。



採用数について

原則として、当社にすでに在籍している社員を中心に配置を予定しています。建物管理業務やスポーツ施設

管理経験者、会計経理の実務経験者を配置することにより、適切な要員確保を図ります。よって採用数につい

ては、職員に欠員がでた場合や社内異動で充足できない場合により変動します。

(2) 人材確保の具体的見通し

※ 職員採用の具体的な見通しについて、記載してください。

人材確保の見通しについて

まず、当社に在籍している社員の中より、県立武道館に配置する職員を人選します。当社での建物管理業務

経験者やスポーツ施設管理経験者、会計経理の実務経験者を異動にて配置することにより、よりスムーズに業

務が執行できる体制を目指します。

もし社内の異動にて充足できない場合に限り、新たな職員の採用をいたします。採用計画に関しては、十分

な準備期間・採用活動期間を設けて以下のように対応いたします。新規採用職員に関しては県立武道館への配

属前に事前研修を実施し、円滑に業務が開始できるような体制を作ります。

社内での各種施設管理経験者を配置することで有能な人材の確保に努め、充実した管理体制を構築いたしま

す。

【人材確保の見通しの流れ】

②新規職員を採用開始

③配属前事前準備研修

充足できた場合 充足できない場合

②武道館管理準備研修

④武道館管理準備研修

管理業務開始

①社内にて配置職員を人選開始 平成２１年８月

平成２１年１０月

平成２２年１月

平成２２年４月



４ 人材育成について

(1) 職員の育成･研修について

※ 武道館の運営に携わる職員の資質向上の観点から、人材育成の考え方、研修内容や研修計画につい

て、記載してください。

人材育成の基本理念

当社にとって最大の商品は「従業員」そのものと言えます。その意味で会社の最大の資産である従業員に対し

必要な教育を行い、専門性と同時に、サービス業の基本や会計・経理処理等の一般的業務知識、問題解決能力、

マネジメント力を身につけるための役割・機能別研修を行っています。

引継ぎ期間については、管理運営を質の高いサービスレベルを維持するため、管理開始の３ヶ月前（平成２２

年１月～）の配置を基本としております。この期間につきましては神奈川県教育委員会の要望に応えるべく柔軟

に対応していきます。当社の指定管理者等の施設運営経験から、必要にして十分な引継ぎ期間の確保が必要と認

識しております。

人材育成のための基本的な研修方針・スケジュールについて

施設管理運営のスペシャリスト育成を目的とした、さまざまな基礎知識・業務専門知識を段階別に行います。

社員一人ひとりのスキルアップとあわせ、現地スタッフが県立武道館職員であり、かつ行政サービス担当者であ

ることの意識向上を図ります。

研修考課測定について

当社の人事制度に基づき、現地スタッフ全員が作成する目標設定シートにおいて、研修によるテーマを反映し

た組織目標と自らの課題・役割を明記し１年毎に、その達成度を自己評価と第三者評価により数量化して実施し

ます。現地スタッフが、その責任を確実に果たすために責任感・自負心をもって行動するなど、県立武道館運営

への貢献に対して適正に報いる人材マネジメントを実施します。

○社員の研修体系・内容

配属前
事前研修

武道館
管理準備研修

定期研修
（継続）

平成２２年４月～

平成２２年１月～

平成２１年１０月～

実務知識・技術向上研修
各資格別・種目別に目的を定め、定期的に実施します。
①危機管理教育（応急救命技能・防火管理・非常時対応等）
②コンプライアンス（人権・個人情報保護）の再教育業務改善
③省コスト等武道館管理の品質向上に積極的に取り組み等

神奈川県立武道館 管理研修
≪県立武道館管理スタッフの実務基礎研修≫
教育委員会からの業務引継ぎと平行して当社独自で管理実務研修を実施します。
①県立武道館条例等、関連法規の理解、公共施設管理の諸制度理解等
②武道館特有の管理実務について、武道館現地にて実地研修実施等

導入研修
≪建物管理に必要な基礎知識、接遇等マナー教育等≫
当社の各種研修施設（研修センター・高等職業訓練高等）にて基本研修を実施します。
①設備異常の一次対応研修
②コンプライアンス研修等の基本知識研修



応急救命技能認定者講習の受講について

当社では平成６年より、社会的にその重要性が注目されている「応急救命技能認定者講習」を社員全員が受

講し、救命技能認定証の取得をしています。救急に関する知識と人口呼吸・心臓マッサージ・ＡＥＤ・止血方法

等の救命技能を身につけることとしています。施設利用者等に突発的な危機が生じた場合に、救急隊の手に委ね

るまでの安全を確保するための「救急救命体制」を整えるため、県立武道館においても、現地スタッフ全員が「救

命技能認定」を受け、万が一の際に迅速な処置がとれるようにします。

研修センター（技術センター）について

当社では、当社従業員の技能スキルやコンサルティング能力の向上、管理サービスの充実のために建物管理の

社内研修センターである技術センター（所在地：東京都目黒区上目黒３－９－１）を備えております。センター

内には建物設備機器のシミュレーション装置や防犯コーナー、建物修繕コーナー等の建物管理に関する各種研修

設備を設けており、当社従業員の建物管理技能の向上に努めています。

技術センター外観 保全技術研究ゾーン 建物設備研修ゾーン コールセンター

【救命技能認定証】 【応急救命講習の様子】



５ 施設・設備の維持管理について

(1) 施設･設備のメンテナンス等について

※ 武道館の施設及び設備の状況を踏まえ、施設機能の十分な発揮、利用者サービスの向上等の観点

から、日常の保守管理、清掃、小破修繕等について、別紙３の業務基準「２ 施設管理に関する業

務基準」の項を確認の上、指定管理業務を行なう際に改善や提案したい点がありましたら記載して

ください。

設備・機器の保守点検業務について

１．基本方針

県立武道館の施設機能を十分に理解し、指定管理期間中だけでなく、期間以後も見据えた長期間の施設

利用に貢献する建物維持管理業務を行います。

建物の維持管理にあたっては、業務仕様書を最低ボーダーとし、民間企業として培ったこれまでの技術的

能力およびノウハウを結集して、県立武道館の機能を維持し続けます。「維持管理業務仕様書」、「維持管理

マニュアル」を作成し、それに基づき指定管理期間を通じて確実に業務を実施します。

２．幅広い年齢層を考慮した利用者の安全確保

①３段階の防護体制

事故を起こさない、起きた場合の拡大防止、事故に発展した場合の対策という３段階の防護体制を日常

管理で確立いたします。特に子供、障害者、そして高齢者の視点に立ち、十分な配慮のもと、各建物維

持管理業務を行ないます。

②定期的な研修・組織的な対応

事故の危険性と予知、そして予防対策について現地スタッフに定期的な危機管理研修を実施した上で防

災訓練を実施することにより、組織としての緊急対応能力を確保します。

３．設備保守業務

①ライフサイクルコストを考えた点検整備体制の構築

設備保守業務に対する基本概念である予防保全に基づき、現地スタッフ、当社神奈川支店のスタッフ及

び設備保守業者が一体となり各種設備の定期保守点検をきめ細やかに行うことで、設備の省エネルギー

と長寿命化を実現します。

②緊急対応体制の確立

設備に関する異常は、現地からの連絡を受け、当社神奈川支店スタッフ及び設備保守業者のネットワー

クで迅速な対応を行ないます。

常駐する施設長、副施設長をはじめ、各スタッフにも一次対応マニュアルの技術研修を行い、スムーズ

な連絡、対応体制を確立いたします。更には設備保守業者とのタイアップも行い万全の緊急体制を構築

します。



４．建物維持保全マネジメントシステム

県立武道館の管理開始に合わせ、躯体情報と設備機器情報をデータベース化します。管理開始後の日常

点検や簡易劣化診断による結果、工事履歴などを蓄積することにより、施設情報を一元管理し、効率的な

建物保守を実現します。

５．日常管理について

利用者の方に安全で快適な施設利用を提供し続けるため、指揮命令系統を明確にし、業務の履行チェック

を多重的に行います。また、神奈川県教育委員会との連携を図り、要望やクレームが柔軟に反映される実施

体制を構築いたします。

６．予防保全を行うための取組

①点検作業や環境に貢献する「管理マニフェスト」を作成します。

②３段階（現地施設長、神奈川支店、首都圏第三事業部）における相互チェックを行うなど内部におけ

る「多重的なセルフモニタリング体制」を構築します。

③業務にあたっては、「予防保全を行い安全の確保を第一」として、品質とコストのバランスを図りなが

ら建物の長寿命化を目指します。

④設備点検実施者は、経験・実績と設備保守業務における必要な資格を有したものが実施します。

清掃業務について

１．利用者の活動に合わせた柔軟な対応

維持管理業務の基本概念である予防保全に従い、施設をいつもきれいな状態に維持するため、清掃対象と

なる各エリアを軽度汚れエリア、中度汚れエリア、重度汚れエリアに区分し、汚れに応じた清掃を実施しま

す。また、利用者数や季節・天候の変化等に対応した清掃プログラムを構築し、清掃スタッフだけではなく、

サービススタッフを含めた現地スタッフが清掃業務を実施します。

２．実施方針及び具体的な業務計画

利用頻度を考慮した清掃業務計画書及びマニュアルを作成し、月間・日常業務計画書にフィードバック

します。当社は、清掃スタッフによる日常清掃を徹底し、日常から完成度の高い清掃業務を実施します。

また、利用者がいつでも気持ち良く施設を利用できるように、スタッフが一丸となって、什器備品は勿

論のこと、施設内外の美化に取り組みます。また、利用者の印象に残るトイレ等のスペースは、頻繁な巡

回清掃を実施し、施設のイメージアップを心がけます。

軽度汚れエリア：日によって利用者数の変動が多い箇所（各施設等）

中度汚れエリア：職員事務室、通路等、毎日一定の利用が見込まれる箇所

重度汚れエリア：玄関広間、トイレ、他利用者数が多い箇所



３．清掃スタッフの活用

清掃スタッフは毎日の清掃業務とともに、建物・設備の異常、不具合をいち早く発見するアンテナとして活

用します。また、発見された不具合は迅速に補修・改善し、ライフサイクルコストの低減・建物の長寿命化・

施設内の事故等を未然に防止します。

①計画的な清掃メンテナンス

・施設を安全・快適に利用いただけるよう、現地スタッフの指揮のもと、隅々まで行き届いた状態にす

るとともに、衛生的な環境づくりを行います。

・予め年間の日常清掃・定期清掃のスケジュールを決定し、年間のメンテナンスする作業箇所の指示を

行い、高品質でローコストなメンテナンスを実現します。

②汚染度や床材の材質に応じた定期清掃の実施

清掃スタッフが点検時に汚れやすい箇所（通行が多い部分、屋外とつながっている部分等）を確認し、

汚染度・床面の材質に応じた手法にて清掃を実施します。

③配慮した作業計画

定期作業については年度末に神奈川県教育委員会と協議を行い、次年度の年間作業計画を作成します。

その際、できる限り休館日に実施し、利用者に支障が出ないよう配慮します。また、作業 1 ヶ月前にも

詳細な事項について確認を行い、スケジュールへの影響を最小限に抑えます。



６ 利用承認について

(1) 利用承認に関する考え方

※ 利用承認に当たって、武道振興施設としての役割を踏まえ、どのような点に配慮すべきか考え方

を記載してください。

利用承認にあたっての配慮について

施設の利用承認にあたっては、「公の施設」であるとともに、「武道振興施設」としての役割を担っている

ということを念頭に置く必要があります。日本武道協議会が平成２０年１０月に定めた「武道の理念」に「武

道とは、～（中略）～心技体を一体として鍛え、人格を磨き、道徳心を高め、礼節を尊重する態度を養う、

国家、社会の平和と繁栄に寄与する人間形成の道である。」とあります。「武道振興施設」としての利用の承

認で配慮すべき点は、「武道の理念」の精神に則り、公平かつ公正である点に配慮することが最も大切だと考

えております。

また、同じく日本武道協議会が昭和６２年４月に定めた「武道憲章」第一条（目的）には、「武道は、武技

による心身の鍛錬を通じて人格を磨き、識見を高め、 有為の人物を育成することを目的とする。」とありま

す。

よって、武道団体登録の承認に関しては、登録を希望する団体が、この目的を達成するために組成された

団体であるかを考慮し、利用承認をする必要があると認識しています。

当社が管理運営を行うことで、武道を通じて人々がふれあうことにより、健康促進や心身の鍛錬、そして

さらなる武道振興につながるような施設にしていきたいと思っております。

(2) 利用承認に関する業務の実施について

※ 利用承認に関する事務を実施する上で、公正性や効率性の観点から、具体的にどのように取り組

まれるのか記載してください。

利用承認に関する具体的な取り組み ～公正性の確保～

利用承認に関する事務を実施する上での取り組みとして以下の５点を掲げ、常に公正性の確保してまいり

ます。新たに武道館を利用する際に必要な武道団体登録の承認についても、以下の取り組みにて順じて対応

してまいります。

【利用承認に関する取り組み】

① 特定の団体等に有利あるいは不利となる扱いをしない

② 特定の団体等に利用が偏らないよう、快適に施設を利用できるよう適正な利用承認を行う

③ 高齢者のご利用者の方にも配慮した受付対応を心がける、ユニバーサルフリーの徹底

④ 情報格差が生じないように、広報誌、チラシ、ホームページなど様々なメディアを活用し、

利用情報を幅広く公開

⑤ 利用承認後も「神奈川県立武道館条例」「神奈川県立武道館の利用等に関する規則」に基

づき利用者の施設利用状況をチェックすると共に、公平性の確保をする



利用承認に関する具体的な取り組み ～効率性の確保～

予約受付は、神奈川県と県内市町村等が共同で展開しているオンラインサービス「神奈川電子自治体共同運

営サービス」を引き続き活用し、効率性をさらに高めてまいります。

現地スタッフは、パソコンの基本操作スキルを有したものを配置し、オンラインサービスの予約管理業務を

確実に実施してまいります。あわせて、「神奈川県公共施設利用予約システム利用規約」「神奈川県公共施設利

用予約システム利用登録の手引き」を正しく理解し、利用者に対し予約方法のご説明・ご案内が十分行える体

制を整え、予約管理業務を実施してまいります。もちろん、オンラインサービスがご利用できない環境の利用

者に対しても、利用予約に関し適切なアドバイスやお手伝いができるようにいたします。

効率性の確保のため「神奈川電子自治体共用運営サービス」を今まで以上に活用してまいりますが、インタ

ーネットが不慣れな方に対しても十分なフォローできるよう、すべての利用希望者にとって利用しやすくする

とともに、公平な対応に力を入れてまいります。



７ 施設の役割及び特性の実現について

(1) 武道振興への対応

※ 武道館が武道振興において果たすべき役割をどのように考えますか。施設の特性を踏まえながら記

載してください。

武道館の社会的な役割

＜武道館の設立意義＞

県立武道館の役割は、ただ単に武道を行うスペースを県民へ提供するだけではなく、県立武道館を通して、武道

の県民への普及を奨励し、武道による心身の錬磨を通じて県民の健全な発達・育成に努め、広く世界の平和と県民

の福祉に貢献することにあると当社は考えます。

また、近年では学級崩壊などの報道に象徴されるように、学校や家庭での青少年の健全な育成が難しい

状況となっております。学校教育、家庭教育ならびに地域活動等では、なかなか得ることができない以下

の事項を、県立武道館を発信基地として、青少年に伝承していくことができると当社は考えております。

神奈川県立武道館

健全な県民の発達

福祉への貢献

世界の平和

県立武道館の社会的な役割

神奈川県立武道館条例 第２条

神奈川県立武道館の利用等に関する規則

武道の振興を図り、

県民の心身の健全な発達に寄与する

① 礼儀正しさを身につける

② 心身を鍛える

③ 幅広い世代の仲間とコミュニケーションを育む

④ 思いやりの心を養う

⑤ 平和の真理を知る



(2) 外部の諸機関との連携

※ 武道館の運営を行う上で、武道関係団体や地域との連携をどのように取っていくか、考え方を記載

してください。

開かれた武道館を目指します

関係機関との連携のため、以下のような取り組みを当社から発信し、開かれた県立武道館を目指します。

①広報を掲示板へ掲出

月次で当社からの広報を掲示板へ張り出します。広報へは県立武道館における指定管理者としての取り組みや

利用者・関係機関・地域が必要とされる情報を可能な限り掲載します。

②広報の発送

上記の広報は、神奈川県教育委員会にはもちろんのこと、各武道連盟や地元町内会等にも発送し、情報発信に

努めます。

③関係機関とのミーティングを開催

県民の皆様において「利用し易い・快適な」県立武道館を目指し、武道関係団体や地域（地元町内会等）の担

当者様などと定期的（年４回程度）にミーティングを開催し、意見交換を行います。また、ミーティングでの

議事は議事録にまとめ、上記広報に掲載します。

④目安箱の設置

県立武道館玄関に投書箱を設置し、利用者からのご意見を積極的に取り入れます。また、いただいたご意見は

広報を通じてフィードバックさせていただきます。

(3) 類似施設での実績

※ 施設の特性を生かせるような類似施設での実績がありましたら、具体的に記載してください。

類似施設での実績

現在、当社が管理運営・設備保守等の管理業務を実施している類似施設は以下のとおりです。

運動公園及びスポーツクラブ等のスポーツ振興に係る各種施設の管理運営等で、蓄積されたノウハウを十分に発

揮し、指定管理者の責務を全うします。

＜類似施設での実績＞

NO 物件名・所在地
規模

（延床面積）
概要

1 東急スポーツオアシス 6店舗 スポーツクラブ

2
渋谷区スポーツセンター

東京都渋谷区
9,078㎡ 総合体育施設

3
キャノンスポーツパークちば

千葉県千葉市若葉区
1,740㎡ スポーツ施設

4
季美の森スポーツコミュニケーションプラザ

千葉県東金市
1,231㎡

スポーツ施設
ゴルフ練習場

5
荻野運動公園

神奈川県厚木市
16,269㎡ 運動公園

荻野運動公園



指定管理者制度への取組みと実績

当社は現在、指定管理者事業を今まで以上に積極的に取り組んでいくという方針のもと全社をあげて注力してお

り、他行政区において運営管理等の指定管理者として選定されています。

＜指定管理者制度での実績＞

NO 物件名・所在地
規模

（延床面積・戸数）
概要

1
港区営住宅特定公共賃貸住宅等

東京都港区
920戸 区営住宅等

2
品川区立区民住宅（ファミーユ西五反田東館、西館）

東京都品川区
497戸 区営住宅

3
葛飾区文化会館

東京都葛飾区立石
18,841㎡ 文化会館・ホール

4
大田区立図書館（洗足池・馬込）

東京都大田区南洗足、中馬込
2,862㎡ 図書館

5
杉並区立図書館（成田・阿佐ヶ谷）

東京都杉並区成田東、阿佐ヶ谷北
1,938㎡ 図書館

6
氷川図書館・東板橋図書館・小茂根図書館

東京都板橋区
4,276㎡ 図書館

7
八王子市営駐車場

東京都八王子市旭町、南大沢
21,942㎡ 駐車場

8
調布市民プラザ

東京都調布市
2,320㎡ 市民会館

9
横浜市営住宅等

神奈川県横浜市港北、青葉、都筑区
2,767戸 市営住宅等

10
神奈川県営住宅等（横須賀三浦地区）

神奈川県横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町
5,379戸 県営住宅等

11
神奈川県営住宅等（相模原地区）

神奈川県相模原市
4,228戸 県営住宅等

12
みなとみらいホール

神奈川県横浜市
18,688㎡ コンサートホール

13
埼玉県立名栗げんきプラザ

埼玉県飯能市
4,125㎡

宿泊施設
プラネタリウム

14
あすみが丘プラザ

千葉県緑区あすみが丘
4,586㎡

公民館・体育館
地域コミュニティー施設

15
君津少年自然の家

千葉県君津市
19,953㎡ 宿泊施設

16
高崎市総合福祉センター

群馬県高崎市
6,402㎡

シルバー・児童
障害センター

17
ふじさんめっせ

静岡県富士市
5,818㎡ コンベンションホール

18
藤沢市八ヶ岳野外体験教室

長野県南佐久郡南牧村
5,055㎡ 教育・宿泊施設

19
長野県男女参画センター「あいとぴあ」

長野県岡谷市
3,351㎡ 文化センター等

20
札幌市営住宅

北海道札幌市北区
2,313戸 市営住宅

21
荻野運動公園

神奈川県厚木市
16,269㎡ 運動公園



８ 利用料金制の運用について

(1) 利用料金制に関する考え方

※ 利用料金制の主旨や内容をどのように理解していますか。また、利用料金制を施設の運営にどのよう

に生かしていくのか考え方を記載してください。

利用料金制に関する主旨内容について

利用料金制は、指定管理者の自主的な経営努力を期待するとともに、神奈川県教育委員会や指定管理者の会計

事務の効率化を図る観点から、指定管理者が収受した施設の利用料金を指定管理者の収入とする制度であります。

利用料金制は一般的には施設の性格、設置の趣旨から見て収支採算がとれるような運営が可能な施設への適用

が考えられ、利用者サービス改善のための新たな投資を行うなど、適切な対応を図ることが必要であります。

利用料金制を採る場合、利用料金は公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、

指定管理者が神奈川県教育委員会の承認を受けて定めることとなりますが、施設の運営について公平かつ平等な

利用ができるよう、指定管理者は努めなければならないと考えております。

(2) 利用料金の設定

※ 施設等の利用料金は、条例に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定め

ることができます。現在の使用料がそのまま利用料金の上限額となっておりますが、別紙５の「平成20

年度使用料収入実績内訳書」を参考にして、仮に利用料金を設定するとともに、利用料金設定の考え方

や理由を記載してください。

利用料金の設定について

各道場、会議室及び照明設備のサービス提供時の使用料に関しては、「平成２０年度使用料収入実績内訳表」

及び、平成１９年度の「月別・施設別・区分別利用状況内訳表」をホームページ上より確認させていただき、

現状施設の利用状況より判断させていただきましたが、利用状況については全ての施設において均等に、高い

利用率であることから、条例を基に設定された現行利用料金を継続いたします。

しかしながら、さらなる利用者のニーズに対応するために、画一的なサービス提供だけでなく、「多様なサー

ビスの提供」と「料金設定の見直し」が不可欠であると考えます。

多様なサービスの提供について、「平日夜間時間の開館時間延長」をご提案いたします。これは従来の開館時

間を、夜間を１時間延長し該当時間帯の利用者を多く取り込むことを目的としております。なお、既存利用時

間帯での利用者との切り替えについては、神奈川県教育委員会と相談の上、スムーズに行えるよう、適切に実

施いたします。

利用料金の見直しについては、「柔道場」「剣道場」「弓道場」に比べて利用率の低い「小道場」「会議室」の

利用率を向上させるため、利用料金の見直しと施設認識度の向上を図ってまいります。

具体的には、今後の神奈川県教育委員会との協議にもよりますが、利用促進のご提案として、施設予約シス

テムにて５日前までに空いている場合は、半額程度での開放をご提案いたします。指定管理者として利用料金

を半額程度にした場合、稼動の向上により安定した収入へとつなげると共に、県立武道館の認知度向上への布

石となります。利用者のニーズ、各種サービスの内容と評価を事業収支のバランスを総合的に検証して、「施設

における料金の差別化」について適宜検討いたします。

また、別途、神奈川県教育委員会と協議させていただきますが、夏休み期間（7月下旬～8月下旬を想定）等

に「早朝練習（７：３０～９：００）」ができるよう、新たな時間帯の新設を検討させていただきます。

利用料金（案）につきましては次頁をご参照下さい。



区分 単位 利用時間 使用料の額（円） 時間当たりの単価（参考）

柔道 午前9時から午後9時まで １２時間 4,610 384

午前9時から午後零時まで ３時間 1,610 537

午後1時から午後5時まで ４時間 2,060 515

午後6時から午後9時まで ３時間 1,610 537

剣道場 午前9時から午後9時まで １２時間 4,610 384

午前9時から午後零時まで ３時間 1,610 537

午後1時から午後5時まで ４時間 2,060 515

午後6時から午後9時まで ３時間 1,610 537

小道場 全面 午前9時から午後9時まで １２時間 5,530 461

午前9時から午後零時まで ３時間 2,060 687

午後1時から午後5時まで ４時間 2,530 633

午後6時から午後9時まで ３時間 2,060 687

半面 午前9時から午後9時まで １２時間 2,760 230

午前9時から午後零時まで ３時間 1,030 343

午後1時から午後5時まで ４時間 1,260 315

午後6時から午後9時まで ３時間 1,030 343

弓道場 12人立 午前9時から午後9時まで １２時間 9,120 760

午前9時から午後零時まで ３時間 3,340 1,113

午後1時から午後5時まで ４時間 4,030 1,008

午後6時から午後9時まで ３時間 3,340 1,113

6人立 午前9時から午後9時まで １２時間 4,610 384

午前9時から午後零時まで ３時間 1,720 573

午後1時から午後5時まで ４時間 2,060 515

午後6時から午後9時まで ３時間 1,720 573

会議室 大会議室 1時間 - 220 220

小会議室 1時間 - 110 110

区分 単位 利用時間 使用料の額（円） 時間当たりの単価
柔道 午後9時から午後10時まで 1時間 380 380

剣道場 午後9時から午後10時まで 1時間 380 380
小道場 全面 午後9時から午後10時まで 1時間 460 460

半面 午後9時から午後10時まで 1時間 230 230
弓道場 12人立 午後9時から午後10時まで 1時間 760 760

6人立 午後9時から午後10時まで 1時間 380 380
※夜間料金の設定根拠について
夜間時間については、「単位」ごとに設定された金額を時間当たりに換算し、その一番低い使用料に設定しております。
これは、使用開始を早めたり、使用延長した場合に直近時間との利用料金の金額差が生じないよう考慮したものです。

２．照明設備使用料
区分 単位 使用料の額（円）

1時間 330
全面 1時間 450
半面 1時間 220

12人立 1時間 680
6人立 1時間 330

区分 単位 利用時間 使用料の額（円） 時間当たりの単価
柔道 午前7時半から午前9時まで 1.5時間 570 380

剣道場 午前7時半から午前9時まで 1.5時間 570 380
小道場 全面 午前7時半から午前9時まで 1.5時間 690 460

半面 午前7時半から午前9時まで 1.5時間 345 230
弓道場 12人立 午前7時半から午前9時まで 1.5時間 1,140 760

6人立 午前7時半から午前9時まで 1.5時間 570 380
※早朝料金の設定根拠について
早朝時間についても夜間料金同様、「単位」ごとに設定された金額を時間当たりに換算し、その一番低い使用料に設定しております。

【新設】夜間料金（案）

１．施設使用料金（案）

弓道場

小道場

柔道・剣道

【ご提案】早朝料金（案）



(3) 利用料金減免の基準

※ 利用料金制を導入する前の減免基準を参考にし、具体的にどのように減免基準を定めるか記載してく

ださい。また、減免基準を定めるにあたって、特に提案やアピールしたいことがあれば併せて記載して

ください。

利用料金の減免基準について

当社では、具体的に以下の減免基準を設けて施設運営を実施します。

区分 減免

割合

１ 神奈川県の主催行事を行う時 10 割

２ 中学校、高等学校の主催行事（中学校体育連盟・高等学校体育連盟等） 5 割

３ 各武道連盟の主催（県柔道連盟・各市弓道協会・県剣道道場連盟等）、県内大学主催行事 2 割

４ 県教育員会が補助する社会福祉団体が行う社会福祉活動のための行事・活動 2 割

５ 県内在住の小・中・高等学校生が行う活動 2 割

６ 神奈川県教育委員会が適当と認めた団体 2 割

項目については、現行の「減免事項」及び「割合」

１．～３．につきましては、現行条例の項目及び減免割合を踏襲いたします。

４．につきましては、当社が指定管理者となった場合に新設する事項として、社会福祉団体の一般利用、大会使

用について、広く利用していただけるよう、減免割合「２割」とし武道と福祉のつながりを重視いたします。

５．につきましては、県立武道館という公共施設であることの観点から、また、平成２４年からの中学校での

武道必修化を見据え、神奈川県内の小中高等学校を中心とした使用について、一部減免措置を実施いたします。

６．につきましては神奈川県教教育委員会との協議の中で、減免という制度が利用者数の向上、施設認知

度向上につながるようフレキシブルに設定するものです。

利用料金制を導入している施設の減免行為は、公の利用に供するという目的が重要であることから、利用料金

の減免自体について、県立武道館の特性を踏まえた施設基準において、その基本的考え方等を規定するとともに、

仕様書等においても対応を明記しておくことが必要であると考え、指定管理者として幅広く多くの方が利用でき

るよう注力していく所存です。



９ 運営経費について

(1) 効果的、効率的な運営の具体的取組

※ 武道館の効果的、効率的な運営について、特に運営経費の面で、具体的にどのような取組を行う

のか記載してください。

スケールメリットを活かした保守点検業務等の価格設定

当社は全国において、施設・ビル１，０００件、マンション５，３４８件の管理実績があり、管理物件につ

きましては、各種設備の保守点検・清掃業務等を当社の協力会社へ大量再委託することで大幅なコスト削減を

図っています。なお、再委託先の協力会社については、当社における「外注管理規定」「外注管理マニュアル」

に基づき、品質管理の維持・向上に関しても徹底しています。

県立武道館指定管理者業務におきましても、保守点検・清掃業務・樹木管理・夜間警備等について、スケー

ルメリットを活かした運営経費の縮減を図ります。

エネルギー管理の徹底

サービススタッフが本施設にて消費される電気・水道・ガスの使用料をこまめにチェック並びに記録をとり、

省エネルギーに努めます。また、当社の建物管理実績より、類似施設のデータをもとにエネルギーの最適化分

析を行い、効率的で利用者の利用環境を損なわないエネルギー管理を実施します。

＜その他の具体的な省エネへの取り組み＞

項目 実施内容

使用していない部屋の消灯及び空調
機の停止

省エネの第一歩は無駄を排除することから始まります。簡単にできる
身近なことを徹底することから省エネに取り組んでいきます。

空調機の温度設定

空調機の設定温度は外気の状況を考慮し、必要以上に冷却、加熱しな
いように心掛けます。また、施設の運用状況に応じた温度管理マニュ
アルを作成し、全てのスタッフが基準に沿った温度操作を行えるよう
にします。

館内給排気バランスの改善
ファンの風量バランスをダンパ調整等により、改善します。施設内へ
の吸い込み空気量を削減する場合、室内の二酸化炭素濃度に注意を払
います。

白熱球から蛍光灯タイプへの更新
白熱球を使用していた場合、電球交換時に白熱球を全て蛍光灯タイプ
のものに更新します。

全社的な経費縮減への取り組み

当社は全社的に、以下の取り組みを通じて経費の縮減を実現しております。

①ＩＴシステム化

管理する建物情報、利用者からの問合せ内容とその対応、緊急対応の履歴等を当社独自の管理システム

「キーネット」へ登録することにより、効率的な業務実施を推進しています。

②各種マニュアル整備

業務の均一化を図るために業務ごとに「マニュアル」を整備しています。

③業務改善運動の実施

業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を改善する「業務改善運動」を推進しています。今までに５，０００件以

上が提案され、改善しています。

（例：ペーパーレスキャンペーンにより、３ヶ月単位で２，５８４，０００円削減）



10 利用者へのサービス提供について

(1) 利用者へのサービス提供について

※ 武道館の利用者へ、どのようなサービスを提供していくのか、またどのようにＰＲしていくのか、

具体的な取組を記載してください。

サービス提供の方針

利用者が「神奈川県立武道館」において充実した時間を過ごした結果が、リピーターの増加につながります。

魅力ある施設を維持し、県民のニーズを反映し、利用者の企画が安定して行えることにより、稼働率の向上、利

用者の増加を図ります。

併せて、当社の県内におけるネットワークを活用した積極的な広報活動を推進し、広く県民の皆様に周知いた

します。

「神奈川県立武道館」の機能は県民を中心とした各種の機関や団体によって支えられています。その機能を更

に充実させるためには、施設を取り巻く行政機関や各種の団体が緊密に連携することが不可欠です。そのために

は、まず神奈川県教育委員会と指定管理者である当社とが連携して行動することが重要と考えます。神奈川県教

育委員会が構築されたネットワークに、私ども民間のノウハウを融合させることにより、施設の活性化と付加価

値の向上を図ります。

ホスピタリティーあふれる当社ならではのサービス

当社では多様なお客様のニーズに対応できるよう、柔軟なサービス提供をいたします。具体的には、基本の

開館時間はございますが、土日の各種武道大会開催時などは、大会開催者のニーズに応えるべく、朝の開館時

間を早めるなどの対応をいたします。また、イベント時の椅子・机の設営の人材派遣のご相談等、その他細々

としたサポートをいたします。

上記のようなサービスを提供する当社スタッフを「サービススタッフ」と呼称し、当社ならではのフットワ

ークの軽い利用者サポートをいたします。

このような取り組みを通じ、利用者の方に「気軽に利用でき、融通の利く施設」と感じていただけるような

施設運営をいたします。

サービススタンダード

導入

顧客満足

実現

ホスピタリティ

マインド定着

・使いやすい

・気軽に利用できる

・融通の利く

「神奈川県立武道館」

向けサービス基準策定
定着化

サービススタッフへのホスピタリティー
精神の意識付け



サービス提供の取り組み

利用者にとって使いやすい施設、また利用したいと思われるサービス提供を行います。具体的には「閉館時間

の延長」を提案いたします。

夜間のサラリーマン等の利用や、各教室等の夜間利用の促進など、より利用者のニーズを把握し、開館時間

の拡充を提案いたします。

また、人員体制等含め、別途協議とさせていただきますが、夏休み期間（7月下旬～8月下旬を想定）に朝の

開館時間の拡充を提案いたします。具体的には現行９：００開始を７：３０開始とし、小中学校の部活動等の

利用促進を図り、武道振興を図ります。

また、当社独自の様々なサービスを立案・企画・運営いたします。（※１４その他「独自の発想に基づ

く提案」参照）利用者のニーズに対応するために、画一的なサービス提供だけでなく、多様なサービス

とそれに伴う臨機応変な料金設定が必要であると考えます。このような取り組みを通じ、広い意味で「武

道への興味」を喚起し、利用者増加につながる「武道人口の裾野の拡大」を図ります。

横浜市営住宅等とのタイアップ

当社では、平成２１年４月より横浜市営住宅等の指定管理者として指定を受け、管理運営しております。（港

北区・青葉区・都筑区エリア）神奈川県教育委員会及び横浜市と別途協議が必要ではありますが、市営住宅等入

居者や自治会に対し、武道館のご案内を配布するなど周知活動をいたします。市営住宅等の入居者の皆様の特性

等を鑑み、福祉に配慮した活動を通じ、コミュニティー形成等、相乗効果も期待できると考えております。

また、実績として当社では管理物件の1つである「勝田団地」において自治会や関係機関と連携し、早朝の「太

極拳教室」を実施し、入居者の方々のコミュニティー形成の場を提供しております。

火曜日から金曜日の４日間、現行２１：００終了を２２：００終了といたします。



ＰＲ活動の取り組み

武道館の利用者を増加し、武道振興を図るため、当社では具体的に以下の取り組みを通じてＰＲ活動を

推進してまいります。

【当社管理物件広報活動】

・当社が管理している県内の豊富なマンション

(1,063件、65,449戸)に広報誌やパンフレット

等を設置し、県民の皆様に広く周知いたしま

す。

【東急グループネットワーク広報活動】

・東急ハンズ横浜店及び東急ハンズ

ららぽーと横浜店にパンフレット

やポスターを設置し県内外の皆様

に広く周知いたします。

ＰＲ活動の取り組み

【専用ホームページの立ち上げ】

・新たに専用ホームページを立ち上げ、武

道教室の様子や各種イベント情報などを

適宜更新します。また、ＷＥＢ会員を募

り、定期的にメール等で告知活動をいた

します。

新たな利用者の開拓

【大学・高校・中学校等への働きかけ】

・部活動の練習や試合の場としての利用を

働きかけます。県内の各学校の学生課等

の担当課にパンフレットや利用案内等を

配布し告知活動をいたします。



(2) 利用者へのサービス向上に向けた取組

※ 利用者のニーズや意見の把握及びサービス向上に向けての反映方法など、具体的にどのような取

組を行うのか記載してください。

サービス向上に向けた具体的な取り組み

１．サービス向上の基本方針

当社が管理している同類の管理物件につきましては下図を元に造語を掲げ、運営を行っております。

顧客満足度（Customers Satisfaction）サイクルを実施し、より利用者からのニーズを運営現場に反映させ、

ＩＳＳ（Information Sharing System）を実践することで、ホスピタリティー溢れる施設を目指します。

より良い施設を目指し、様々な項目についてのアンケートを実施いたします。顧客満足度アップのため、ア

ンケート結果をフィードバックし、改善していきます。

具体的には、以下に掲げる「顧客満足度調査」と「分析プログラム」を実行します。

２．顧客満足度調査によるニーズの把握

①利用者アンケートの実施・ホームページの活用

・簡易アンケートとして、窓口に常時アンケートを備え利用者に記入していただきます。

・詳細アンケートとして、利用者にアンケートを一斉に送付し、回収・分析を行います。年４回実施いた

します。

・投書箱を設置して、利用者の要望を把握します。

・ホームページの掲示板機能と電子メールを活用して、顧客満足度調査を実施します。

②「キーネット」による利用者情報の管理

・当社の業務執行システムである「キーネット」を活用して、利用者の声(アンケート結果・リクエストや

クレーム・トラブル等)を情報として登録、共有化します。また、その対応についての履歴を蓄積してい

きます。個々の問題解決の事例の蓄積をノウハウとしてデータ化して、以後の事業運営に活用します。



３．分析プログラムを実行します

「現在どんな価値を提供しており、将来どんな価値を提供すべきか」という顧客価値要素の分析を行い、業務

プロセスや人材等の課題を発見し、業務改善に努めます。

セルフモニタリングによるサービスレベルの向上

当社では「セルフモニタリング」を３段階のレ

ベルにより実施します。

レベル１では現地スタッフ間で行い、レベル２で

は神奈川支店（支店長含む）によるモニタリング

を実施します。レベル３において、統括部門であ

る首都圏第三事業部におけるモニタリングを行う

ことで、業務品質の改善、維持及び向上につなげ

ます。

なお、一部再委託となる清掃員並びに保守点検

業者に関しても、当社現地スタッフと同様の対応

ができるよう、努めてまいります。

顧客満足度調査・分析プログラム

調査実施

集計・分析

フェーズ

コンサルティング

フェーズ

現状分析

調査企画

フェーズ

現状の課題・問題点についての分析

▽

調査内容プロファイリングの企画、

ワークショップの実施

▽

質問項目の設定

▽

調査票の作成

▽

調査票の配布、回収

▽

調査データの集計、統計分析

▽

分析、検討会の実施

▽

課題解決方法、アクションプランの検討

▽

個別指導、教育、トレーニングの実施

セルフモニタリン

グ

レベル １
（施設長）

レベル ２
（神奈川支店 ）

レベル ３
（所管部門）

施設長による業務水準チェック
スタッフ間でのチェック

支店長による業務水準チェック

支店スタッフによるチェック

首都圏第三事業部による
業務水準チェック



11 利用者の個人情報の保護について

(1) 個人情報保護に対する基本的な考え方

※ 個人情報保護の観点から、武道館の管理運営業務において、特にどのようなことに留意すべきと考

えるか記載してください。

（参考）

なお、武道館の管理運営業務で扱う個人情報は、主に各種教室の申し込みはがき等に記載する受講

者の氏名、住所、電話番号等で、年間1,600件ほど扱っており、台帳で管理しています。

個人情報保護に関する基本方針

当社は個人情報の適正な取得及び適切な利用・提供などに関するルール及び体制を確立し、個人情報保

護方針を定め、これを実行・維持し改善しております。県立武道館を維持管理するにあたり、各関係法令

等に基づいた規程等を定め、個人情報の保護に努めてまいります。また、県立武道館の管理運営業務に必

要となる利用者等の個人情報の収集にあたっては、その収集目的を利用者等に明示し、明示した収集目的

の範囲内でのみ利用します。個人情報の提供に関しては事前に本人の同意を得た場合を除き、第三者への

提供はいたしません。

県立武道館における個人情報の取り扱い

県立武道館の管理運営業務において、お客様に記入していただく申請書等、多くの方の個人情報を扱う

こととなります。したがって当社では、「個人情報の保護に関する条例」法令及び当社社内規程等を遵守

いたします。また、県立武道館は公共の施設であるという観点から、事務所内も多くの方の目にとまるこ

とと思います。したがって、事務所内に置かれた書類等が多くの方の視界に入り易く、個人情報漏洩の経

路の一つになると考えられます。よって、個人情報の記載された書類等に関し、多少の時間であっても現

地スタッフの目から離れるような場合は鍵の付いた棚に収納する等、より厳重に取り扱いを行う必要があ

ると考えております。

以上の事から、以下の３つの項目に関して取り組みを行い、個人情報の保護に努めてまいります。

① 従業員教育の強化
個人情報保護に関する学習教材を作成し、全従業員に配布するとともに、定期的に個人情
報を扱う全従業員を対象に教育を実施します。

② 個人情報保護に関する内部規程の整備
個人情報に関する内部規程を整備し、個人情報の取り扱いについて明確な方法を示すとと
もに、個人情報の漏洩等に対しては、厳しい態度で臨むことを周知徹底いたします。
県立武道館に特化した各種規程を整備し、従業員へ啓蒙をはかります。

③ 監査体制の整備
個人情報の保護が適切に行われているかどうかについて、監査できる体制を整備します。

当社は以上のことを念頭に置き、研修等を通じて現地スタッフに啓蒙をはかっていき、県立武道館の利

用者等が安心して施設を利用できる体制を構築し、武道の振興と発展に貢献していきたいと考えておりま

す。



(2) 個人情報の具体的な管理体制

※ 武道館の管理運営業務で取り扱う個人情報を保護するための具体的な管理体制について記載してく

ださい。

個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止等の安全管理措置

当社では安全管理について従業員の責任と権限を明確にし、以下のような社内体制と規程体系を確立し、安全管理

に対する規定や手順書の整備・運用を行っております。

①人的安全管理措置

・現地スタッフの雇用時には守秘義務契約（機密保持）を締結します。

・個人情報教育担当者が全スタッフに対する教育・訓練を実施します。

②物理的安全管理措置

・「入退館記録表」を執務スペースに備付け、最初の入館者・最終退館者の記録を行います。

・個人情報は鍵のかかる場所へ保管します。

・社外への持ち出しには所定の手続きを必要とします。

・シュレッダー、溶解処理によって個人情報を廃棄します。

・壁などへの個人情報の掲示、机上への放置を禁止します。（クリアーデスクの徹底）

③技術的安全管理措置

・パソコン使用においては、パスワードによる本人認証を実施します。

・社内ネットワークから社外へのメール（添付ファイル）へは、データ漏洩対策ソフトを講じます。

・その他ウイルス対策、携帯電話・記録媒体（ＦＤ・ＣＤ等）管理も社内規程に従い実施します。

・第三者機関による情報システム等の安全性の確認をします。

県立武道館を管理するにあたっても以上のことを遵守し、個人情報の管理に務めます。また、県立武道館に配属と

なる全スタッフに対して、個人情報に関する研修を行い、当社で行っている個人情報安全管理措置に加え、「神奈川

県個人情報保護条例」及び諸規程類に関しても指導し、県立武道館に特化した個人情報安全

管理も遵守できるよう啓蒙をはかってまいります。

上記のような当社の個人情報保護に対する取り組みにより平成２０年

５月２９日付けで、プライバシーマークの付与認定を得ました。

個人情報統括責任者

（情報セキュリティ統括責任者）

個人情報監査責任者

（監査課長）

個人情報システム責任者

情報システム部長

個人情報管理責任者
コンプライアンス部長

苦情・相談窓口

個人情報管理者

（各 支 店）

個人情報管理責任者

（各 部 門）

個人情報取扱責任者

（各 支 店）

個人情報取扱責任者

（各 部 門）

担当者

（各 支 店）

担当者

（各 部 門）

企業倫理
（行動規範）

情報ｾｷｭﾘﾃｨ
規定

就業規則
（懲罰規定）

個人情報
保護方針

マニュアル・Q&A・様式・チェックリスト

個人情報
保護規定

個人情報
保護計画

情報ｼｽﾃﾑ管理
運用基準

内部統制

社 内 体 制 規 定 体 系



関係法令の遵守

当社は神奈川県立武道館を管理するにあたり、以下の条例を遵守します。

個人情報の保護に関する法律 神奈川県個人情報保護条例

県立武道館の運営においては、各種教室の申込みハガキや、利用者にご記入いただく公共施設利用予

約システムの申請書等、個人情報を記載した書類を数多く取り扱うこととなります。当社では、「神奈川

県個人情報保護条例」を遵守しながら個人情報保護の徹底を行い、利用者及び神奈川県教育委員会の信

頼を損なわぬよう、また権利利益を侵害することのないよう、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止に

努めてまいります。

県立武道館の運営において利用者の個人情報を知りえることとなりますが、個人情報を利用する目的

を明確にし、当社が受託した業務以外の用途に使用しないことは、従事する者だけでなく、従事した者

に対しても徹底します。

県立武道館に特化した規程の整備

当社は文書の管理・保存及び個人情報の保護に関する規程等について、関係法令及び当社社内規程に

基づいて新たに県立武道館に特化した規程を作成し、公開いたします。各関係法令と、当社の長年のノ

ウハウを元に作成された各規定・指針を融合させることにより、より良い県立武道館の環境作りを行え

る他、個人情報の保護の徹底化を図ることができると考えております。

武道館に特化した新規程の作成
・神奈川県立武道館文書管理、保存規程
・神奈川県立武道館個人情報保護規程

・神奈川県教育委員会行政文書管理規程
・当社社内規程及び指針等

・個人情報の保護に関する法律
・神奈川県個人情報保護条例
・当社社内規程及び指針等

新規程の作成

当社は県立武道館に特化した規程を作成することにより、利用者の方々に安心して武道に打ち込める

環境づくりを行うことができると考えております。常に利用者の目線に立ち、「もしこの情報が自分のも

のだったら」と考えながら、利用者の方々の個人情報の保護に努めてまいります。それが、武道の振興

と利用者の増大につながり、ひいては、神奈川県教育委員会の信頼を得ることにつながると考えます。



(3) 職員への徹底

※ 個人情報保護について職員に徹底するための教育･研修等について具体的に記載してください。

セルフチェックシートによる意識の向上

当社では業務上使用する県立武道館の利用者・事業者等の個人情報について、個人情報保護に関する法律・条令

等を遵守して、自主的なルール及び体制を確立します。

その一例として、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、従業員に対し以下のようなセル

フチェックシートを作成し、個人情報保護に対する意識の向上を図ります。

各スタッフは月に一度、セルフチェックシートに記

入を行います。各スタッフが提出したセルフチェック

シートは、「個人情報管理者（施設長）→神奈川支店長

→本社コンプライアンス担当部署」の順にチェックし

ます。

各部門による幾重ものチェックを行うことで、各従

業員が規程に基づいた対応ができているかどうかを把

握し、徹底した個人情報の保護に努めます。

大丈夫 要改善

大丈夫 要改善

大丈夫 要改善

大丈夫 要改善

利用者の個人情報保護に関する行動原則セルフチェックシート（例）

【お客様情報取得について】

【お客様情報の取り扱いについて】

【お客様情報の提供について】

【お客様情報は社外で話題にしません】

本人以外から、お客様情報について問合せがあっても、答えることは致しません。

お客様の知り合いだと名乗られた場合でも、必ずご本人に確認をしています。

警察や裁判所の方が来訪され、お客様のことについて質問された場合には、その目的をよく

確認し、上長に連絡してから対応しています。

不要となったときは必ず「シュレッダーまたは溶解破棄する」など、廃棄にも気を配っています。

お客様情報を使用した業務は、社内や事務所で行うようにし、ファイルなどで社外や自宅に持

◆「お客様情報」を取り扱うときは、もしこれが「自分に関する情報であったとしたら」

と考えて行動すれば、おのずとコンプライアンス（法令遵守）につながります。

電車の中など公共の場で、仕事に関わる話題やお客様情報について決して話題にしません。

酒席も当然です。いつ、誰が聞いているかもしれないと注意しています。

社外の廊下やエレベーター内も公共の場と同じです。

ち出す事はしていません。

必ず鍵のかかる場所に保管する習慣が身についています。

コピーは原則としてとりません。安易にコピーはしていません。

コピー用紙やメモ用紙などのために、お客様情報が記載されている用紙を裏書として利用

していません。

どこに、どなたの、どのようなお客様情報があるのか、的確に把握しています。

日頃から、お客様情報の関係資料の整理整頓を心がけています。

お客様の氏名や電話番号の一覧を壁紙や机上に貼っていません。

たとえ短時間であっても机上に放置しません。短時間席を外すとき又は帰宅するときは、

お客様情報は、取得した目的のために、必要な範囲に限って利用しています。

その目的以外に情報を取り扱うことはしていません。

取得したお客様情報データが更新されたときは、速やかにメンテナンスを行っています。

お客様情報を取得するときは、必要以上の情報は求めていません。

決して、興味本位で業務に関係ない情報を取得していません。

個
人
情
報
管
理
者

（
施
設
長

）

神
奈
川
支
店
長

本
社
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

担
当
部
署

各
従
業
員

提出

フィードバック



個人情報保護研修について

当社が業務上使用するお客様・取引関係者および従業員などの個人情報は、当社の社会的責任・使命を達成するた

めに無くてはならないものであり、その個人情報を適切に保護することは当社の大きな課題として認識しています。

そのため当社では、コンプライアンス担当部署による個人情報保護に関する研修を行い、従業員に対して啓蒙を図っ

ております。研修は県立武道館内事務所に配属される前はもちろんのこと、配属後も定期的に研修を行い、個人情報

保護の徹底と従業員意識の向上に務めております。

配属前研修

定期研修
（配属後）

神奈川県立武道館配属前研修
①神奈川県個人情報保護条例等関係法令の理解
②当社の個人情報保護指針
③安全管理措置（人的・技術的・物理的安全措置 等）
④事故時の対処 等

コンプライアンス研修
①コンプライアンス（人権・個人情報保護）の徹底
②安全管理措置（人的・技術的・物理的安全措置 等）
③危機管理教育 等

従業員に行う個人情報保護の研修

また、研修終了後に以下のようなアンケートを実施することで従業員の理解度を確認し、研修に反映させておりま

す。

教育名称

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

個人情報を漏洩・滅失した際の対処の手順について理解できましたか。

個人情報保護のルールに反したり、漏洩した場合の影響は理解できました
か。

個人情報保護活動におけるあなたの役割と責任は理解できましたか。

意見／感想等／その他：

当社の個人情報保護方針は理解できましたか。

個人情報の管理方法（安全管理措置）の中で、人的安全管理措置が最も重要
であることを理解できましたか。

当社の個人情報の技術的・物理的安全管理措置は理解できましたか。

当社の個人情報の組織的安全管理措置（個人情報管理体制、規程体系）は理
解できましたか。

アンケート （A…理解･把握できた B…だいたい理解･把握できた C…理解･把握できなかった）

当社として個人情報保護に取り組む意義、目的は理解できましたか。

ご自分の業務において、保護すべき個人情報は把握できましたか。

プライバシーマークと個人情報保護法の概要は理解できましたか。

個人情報保護教育アンケート（例）
受講日： 年 月 日

平成２１年度 個人情報保護教育 部門：

氏名：



12 安全対策について

(1) 事故防止のための対策や体制づくり

※ 武道館における利用者の怪我等の事故防止のため、具体的にどのような対策や体制づくりを考え

ているか記載してください。

事故防止対策について

以下の点に留意して館内の巡回を行い、未然に事故発生を防ぎます。

① 館内巡回を通じて館内の施設の異常を早期に発見する。

② 不具合箇所の迅速な応急処置を行う。

③ 巡回を通じ利用者に挨拶をすることによって利用者とのコミュニケーション（意見・要望・情報）を

はかる。

④ 不審者に対するけん制をする。

⑤ 館内行為の禁止や遵守事項を指導することで事前に危険を回避する。

現地スタッフによる日常巡回（緊急時の対応を含む）

N

Y N

Y
Y

Ｎ

Y

スタート

異常発見？

現場対応

緊急連絡チャートに従い
通報

事故対応マニュアルによる
利用者の身の安全

事故の未然防止
利用者へ注意・危険の排除

応急必要？

利用基準に
不適合？

※チェックシートの主な項目
①施設の安全点検
②不正行為の禁止
③利用者の遵守事項
④事故防止等

チェックシート※に基づき
定期パトロール



(2) 事故発生時の対応について

※ 実際に事故が発生した際の対応について、具体的に記載してください。

緊急体制と訓練

万が一の事故に備え、組織・ネットワークを活かした事故対応体制を構築し、迅速な対応ができるよう必

要な訓練、資格を準備いたします。

具体的には、現地配置予定の現地スタッフについては、配置前までに「救命技能認定者」の認定を取得し、

事故発生時には、現地スタッフ自ら積極的かつ迅速に対応できるようにいたします。

※「救命技能認定者」の配置

現地スタッフが､人口呼吸・心臓マッサージ・止血法・ＡＥＤ使用方法等の救命技術と知識を習得し、利用者

の急病や万が一のケガに備えます。施設利用者に危険が生じた場合に、救急隊に委ねるまでの安全を確保するた

めに、施設に配属する現地スタッフを「救命技能認定者」とします。

当社にて事故発生時の「マニュアル」を作成し、事故発生時には、すべての現地スタッフが、どのように

行動をすればよいか、日頃より認識し、万が一の緊急時に現地スタッフ全員が備えます。

責任者である施設長（不在時は副施設長）を中心とした下記緊急体制を実施いたします。

・ 警察、消防等と連携し、緊急事態に対しても、受付を通じて速やかに対応します。

・ 人命を第一と考え、救急車が間に合わない場合、負傷者の病院への搬送を協力します。

【現地で緊急事態が発生した場合の対応フロー（イメージ）】

１１０番通報１１９番通報

病院・診療所

救急車到着

消防署 警察署

利用者搬出

「応急救命処置」
現地スタッフによる対応

緊急事態発生

受付・施設長

発見者に
よる通報

神奈川県立武道館

緊急対応フロー図

「応急救命処置説明」
処置内容説明の上、

搬送を依頼



夜間の設備緊急対応について

また、設備の緊急時の対応については、警備会社による設備管理を実施いたします。自動通報装置の

設置により、設備の作動状況などを２４時間３６５日体制で管理いたします。異常を感知した場合

は、警備会社コールセンターへ異常信号が自動送信されます。

施設状況をリアルタイムで把握し、異常発生の受信があった場合、警備会社又は当社協力会社にて

原因調査と応急処置・被害拡大の防止といった一次対応を行います。また、状況に応じて専門会社

への手配等もあわせて行います。

※ 通報装置の設置費用のつきましては当社にて負担いたします。

※ 自動通報システムは各建物の設備監視盤及び電話回線等の環境により設置できない場合があり

ます。

【自動通報装置を使用した設備異常時の対応フロー（イメージ）】

※緊急時の情報収集及び出動指令については中目黒（東京）の技術セン
ター（通称：TTC）内にある中央監視センターにて管理を行います。

県立武道館

自火報・非常警報

・排水ポンプ異常

・給水ポンプ異常

・受水層水位異常

・その他設備異常等

停 電 (共用部分)
一次対応報告

一次対応

ニ次対応要請

ニ次対応報告

警備会社

1次対応

協力業者

２次対応

警備会社
通報端末機

通報機

東急コミュニティー

中央監視センター

（TTC内）



(3) 防犯及び防災対策等

※ 武道館における防犯や防災について、具体的にどのような対策や体制づくりを考えているか記載

してください。

防犯・防災対策について

現地スタッフによる巡回点検を強化し、定期巡回と合わせた抜き打ち巡回の実施や、「声掛け」の励行により

警鐘効果を高めます。また日報等を整備し、勤務交代時には必ず引継打合を実施します。

防災対策につきましては、風水害・地震警戒宣言等の非常時の対応・緊急連絡体制を、神奈川県教育委員会と

協議し防災計画を定め事前防護・予防措置を講じます。

また、危機発生時に迅速かつ的確に対応できるよう「災害管理マニュアル」「防災マニュアル」を整備すると

ともに、各種規程に危機発生時を前提とした予防対策、発生後の対応等について定めています。

業 務 内 容

業務全般

・警備日報作成、保管

・消防法に基づく防火管理業務

・自衛消防隊組織編制

巡回業務

・鍵の一括管理及び授受管理

・不審者、不法侵入者の早期発見及び防止

・各部の施錠、不審物等の点検

・各階戸締り、消灯の確認

防災業務

・消防計画の策定、自衛消防訓練の実施

・火の元、消火器、火災報知器の日常管理、点検

・現地スタッフへの防災機器の取扱訓練、指導の実施

緊急時対応
・盗難、不審者発見時の警察への通報

・火災、事故等の初期対応及び消防署他関係各所への通報連絡

防犯・防災時の体制について

※状況に応じて神奈川支店長を本部長とした災害対策本部を設置します

神奈川県
教育委員会

施設長
副施設長

消防・警察等

指
示

報
告

連絡報告

東急コミュニティー
（神奈川支店）連絡

緊急対応体制図（案）

緊急時

対
応

状況に応じて応援出動

各現地スタッフ



元消防・警察との定期的な訓練の実施について

地元消防署や警察署と協働で消防訓練・避難誘導訓練を実施し、利用者の防犯・防災意識を高めます。ハシゴ

車の出動、放水初期消火訓練など、警察・消防と協力することで本格的な防災訓練ができます。また、消防署や

警察署の方の講話にも説得力もあり、意識向上に有効な手段です。

（定期訓練実施例）



13 環境への配慮について

(1) 環境に配慮した施設運営

※ 武道館の管理運営業務において、環境への配慮という観点から、具体的にどのような取組を考えて

いるか記載してください。

環境対策の配慮等

１．環境活動への取り組み

東急グループ全体で、リサイクルや省資源、省エネルギーな

ど、様々な環境活動を行っています。

また、グループの環境活動の取組である「ＷＥ ＤＯＥＣＯ」

は「第１２回地球環境大賞」において、「環境大臣賞」

「最優秀環境大学賞」を受賞しました。

２．循環型施設の形成に向けて

・環境負荷の抑制

当社は、環境負荷を軽減し、循環型社会の形成へ寄与す

るという意識を管理スタッフに徹底し、無駄なエネルギ

ーの消費を防止するとともに、施設利用者に対しても積

極的にＰＲを行います。

また、清掃業務で使用する清掃器具・清掃用品については、再利用・省資源・低公害をテーマに、エコプロ

ダクツの購入（グリーン調達）をはじめとしたエコマテリアルを推進、導入いたします。

・廃棄物リサイクル率の向上と総量の低減

ゴミは地域の分別方法により処分いたします。また、施設

利用者がゴミ排出時に容易に分別廃棄できるよう、施設の

適所に明確なサイン（空き缶、ビン、ペットボトル等）を

掲出した分別ペールを設置し 日常レベルで利用者が自然

に分別を意識するよう配慮します。更に清掃スタッフ・管

理スタッフによる二次分別を行い、分別・リサイクルを徹

底します。

３．エネルギー有効活用について

エネルギーの有効活用や、エネルギーの無駄使いをなくすことは、地球温暖化問題解決のためにも、これか

らの重要な課題の一つであると考えます。エネルギー管理士等による各種エネルギーの時間帯、季節別、エ

リア別に収集したデータを分析し、省エネ対策と環境負荷を軽減いたします。

・廃棄物リサイクル率の向上と総量の低減

設備保守管理業務に対する基本概念である予防保全に基づき、管理スタッフと東急コミュニティー神奈川支

店のスタッフ及び設備機器保守企業等の専門業者が一体となり、各種設備の定期保守点検を行うことで、省

エネルギーと長寿命化を実現します。

グリーン購入ネットワークシンボル



14 その他

※ その他、武道館の管理運営に当たって、独自の発想に基づく提案やアピールしたいことが特にあれば、

記載してください。

独自の発想に基づく提案について

当社は県立武道館の運営にあたり以下１０点をご提案いたします。

①利用者にあたって必要な人へのアドバイス当の支援（実施事項）

施設や備品の使い方、機械設備の操作方法、各種手続の仕方など、必要の度合に応じて利用者の立場に立

ったアドバイスや支援ができるように、従業員教育を徹底します。合わせて、使用方法等を記載した「ＨＯ

Ｗ ＴＯマニュアル」を必要箇所に設置し、利用者の利便性を高めます。また、利用

者とのコミュニケーションから「ＨＯＷ ＴＯマニュアル」をカスタマイズし、より

良いものを提供していきたいと考えております。

②会議室の有効利用について（神奈川県教育委員会との協議の上実施）

現在、「柔道場」「剣道場」に比べて使用率の低い会議室の有効利用をご提案いたします。具他的には、

町内会・自治会やマンションの「会合」、「書道・茶道教室」等の開催です。そこで問題となるのは、武道

場利用者と会議室利用者との動線の確保・区別ですが、会議室利用時には現地スタ

ッフを常駐させ案内係りとして、武道場利用者との分別を実施し、武道場と会議室

利用者を混同しないように運営してまいります。

③岸根公園利用者へロッカー及びシャワーの貸し出しについて（神奈川県教育委員会との協議の上実施）

隣接する岸根公園には土日祝祭日を中心に多くの方がいらっしゃいます。その中で特に多いのがジョギン

グを目的としている方々です。周辺には着替え場所や運動による汗を流すためにシャワーを浴びる場所が無

いようです。そこで当社では、上記を目的とした岸根公園利用者への開放をご提案

いたします。具体的には、武道館内の施設であるコインロッカー及びシャワーを、

有償（１回３００円／回数券１１回分を３，０００円で販売）にて開放し、近隣公

園利用者へのサービス向上と同時に武道館施設の認知度の向上、ひいては利用者向

上へとつなげたいと考えております。

④大会開催時のパン等の販売について（神奈川県教育委員会との協議の上実施）

別途、神奈川県教育委員会との協議にもよりますが、土日祝日を中心とした大会開催時には、利用者の

長時間利用を考慮した上で、パン食等の販売を行い利用者の利便性の向上を図ってまいります。



⑤利用者の基礎体力つくりのためのご提案（神奈川県教育委員会との協議の上実施）

武道を行うために必要な基礎体力を身につけるためにトレーニング設備の設置をご提案いたします。基礎

体力の向上は、競技中の怪我の防止にもなり全ての利用者に対して必要であるものと考えます。必要に応じ

て、各教室講師の方と相談しながら、「基礎体力向上プログラム」の作成を行い利用

者のさらなる体力の向上となるようご提案いたします。

⑥民間企業研修の利用ご提案（神奈川県教育委員会との協議の上実施）

民間企業において、研修の一環として、武道を採用されている企業が多くあります。そうした、企業の研

修を積極的に取り込み、研修を県立武道館で行うことで、県立武道館の知名度向上及び武道普及の架け橋と

なることと考えております。

⑦護身術教室開催のご提案（神奈川県教育委員会との協議の上実施）

昨今、メディア等では連日凶悪な事件発生の報道がされています。そして一般の人々は、自分の周囲では

そんな事件はありえないと思って生活している、あるいは無いことを願って生活しているのが普通の人の日

常だと思います。しかし、やはりそれは自分の主観であり、客観的には、いつどこで、そ

ういった事件が身近で起きるか分からないのが現実ではないでしょうか。そこで、当社で

は「護身術教室」の開催をご提案いたします。講師には、警察署職員の方と連携・協力を

図り、身近で教室参加者の役に立つような教室の開催をご提案いたします。

⑧ＡＥＤ使用教室開催のご提案（神奈川県教育委員会との協議の上実施）

平成１６年７月から一般市民も行うことができるようになったＡＥＤ（自動体外式除細動器）は館内にも

設置されておりますが、知名度に比べて、使用方法の認知度の低さが見られ、実際に使用する際に、「使い

方が分からない」ということが考えられます。当社では、消防署と連携・協力を図り、

使用方法の講習会を実施いたします。ＡＥＤの使用は、心肺が停止した人に対しては

早期に心肺蘇生法とＡＥＤを用いた電気ショック（除細動）を行うことが、救命率 ア

ップにつながります。いざという時、慌てず安全確実にＡＥＤが使用できるよう、利

用者に限らず、町内会・自治会等を含め、ＡＥＤを多くの方に触れていただくようご

提案いたします。

（イメージ）

⑨宅配便発送サービスの提供について（実施事項）

大会や大型イベントにおいて、多くの備品等を、利用者自ら運ばなければならない状況が往々にして考え

られます。そこで当社では、館内受付にて、宅配便取次ぎサービスの受付を行い、荷物宅配サービスの提供

をご提案いたします。イベント等を終えられた後も、快適な県立武道館であるよう考えて

おります。



⑩古武術と介護の関係について（神奈川県教育委員会との協議の上実施）

昨今メディア等で古武術と介護の関連性について注目されております。介護というと一般的に、「力」仕

事というようなイメージが強いですが、古武術を応用することで、筋力ばかりに頼らず、自分や相手の体の

動きや体重をうまく使い、介護者の腰や肩への負担を軽くすることができます。

こうした方法は、介護する人だけでなく、お年寄りにとっても楽だといいます。

そのような 武道と福祉の両方の観点から、県立武道館において古武術を核とし

た関連教室の開催をご提案いたします。

⑪横浜市市営住宅指定管理者としてのご提案（神奈川県教育委員会との協議の上実施）

当社は、県立武道館の所在する港北区及び隣接の都筑区・青葉区の市営住宅の指定管理者業務を行ってお

ります。そのことから、まず、はじめに県立武道館のある港北区エリアから市営住宅にお住まいの方、介護

にて訪問されているヘルパーの方の県立武道館の積極的利用を促します。その後、隣接地域へとエリアを拡

大してまいります。具体的には、現在一部の団地で実施している「太極拳教

室」の実施場所のご提案や、高齢の居住者に対して、介護を実施している介

護者への上記⑩における、研修の取り込みを積極的に行い、介護者同士のコ

ミュニケーションの向上、および利用者間のコミュニケーションの向上とな

り、県立武道館利用者数の向上になるのではないかと考えております。

⑫避難場所としての利用（神奈川県教育委員会との協議の上実施）

現在、隣接している「岸根公園」が広域避難場所として、神奈川県に指定されておりますが、県立武道館

を避難場所として提供することをご提案いたします。県立武道館の柔道場に

は、畳が敷いてあり、一般的に提供されている固い床の体育館等に比べ、特

に 高齢者の方の避難場所として最適であると考えられます。そのような考

えから、避難場所としての県立武道館をご提案いたします。

指定管理者としての決意

当社は『未来価値創造のベストパートナー』というキャッチフレーズのもと、建物の管理運営だけでなく、お客

様との長期にわたる繋がりを大切にいたします。そのために、利用者の声に耳を傾け、施設運営に関する要望や相

談に、お応えすることで、より快適で、環境に配慮し、価値の高いものにするための提案を、自ら考え積極的に実

施していきます。上記提案からも民間企業であることの強みを十分に活かし、ホスタビリティーあふれる対応を行

い、利用者の皆様が「安心」、「安全・快適」、「上質」な施設となるよう努めてまいります。施設管理における管理

業務は、まさに当社の企業理念の実現の場であると考えております。利用者の皆様にとって身近であり、充分に信

頼に足りるパートナーとなること。このことこそが、施設管理の管理を適正かつ適切に実施するための源泉である

と認識しております。様々な管理業務を実施するにあたっては、常に利用者の皆様のパートナーとして、「何が大切

なのか」、「何が必要なのか」を問い掛けてまいります。幸いに、当社には施設管理の管理会社の先駆けとしての「高

い意識」と長年にわたって培い、蓄積した「豊富な経験と知識」、その経験と知識から生まれる「ノウハウ」、「技術

力」がございます。当社の指定管理者運営実績においては、大きな事故や事件等も発生することなく、行政、利用

者の方々から高い評価をいただいております。

今までも、そしてこれからも指定管理者事業にさらに積極的な姿勢で取り組んでいくという方針のもと、全社的

に注力しております。県立武道から「健康」、「リラクゼーション」、「充実感」、「鍛錬」「心の強さ」を「武道館」と

いう場、「稽古」という媒体を通しての県立武道館運営をご提案いたします。
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Ⅱ 平成２２～２６年度の収支計画書

収 支 計 画 書

１）平成22年度は、平成22年４月１日～平成23年３月31日とします。

２）同様に、平成23年度～26年度の各年度ごとに作成してください。

３）区分欄、内訳欄は、適宜追加して、できるだけ詳しく記載してください。

４）積算根拠となる資料を適宜添付してください。特に人件費については、詳細な内訳を添付し

てください。

５）別紙４「神奈川県立武道館の想定収支」を参考にしてください。

※別紙４の金額をベースに記載してください。

金額（単位：千円）

35,421
施設・設備使用料 9,937
武道教室受講料 2,783

区分 内訳 金額（単位：千円）

施設長 5,484,000

給与 副施設長 4,059,600

手当等 サービススタッフ(４名分) 10,405,200

法定福利費 本社・神奈川支店応援経費 1,975,200
コールセンター要員費 44,400

給水設備保守 140,400
電気設備保守 242,400
消防用設備 240,000
害虫駆除業務 175,200
空気環境測定 126,000
空調設備 96,000
機械警備及び緊急対応業務 366,000

光熱水費 6,462
修繕費 423 庁舎備品修理代、体育用具修理代

庁舎清掃 3,273,600
樹木剪定 140,400

印刷代、消耗品 462,000

庁舎管理用品代 720,720

電話代 92,400

放送受信料(地上契約) 14,400

ホームページ運営費 92,400

旅費 721 職員交通費 720,720

リース代 290 パソコン・プリンター・コピー・FAX 290,400

2,926

6,877

45,849

2,292

48,141

12,720

計

小計

施設等保守管理費

武道教室等事業

管理報酬

消費税

人件費

管理費

事務費

1,386

清掃料等

199

1,183

通信運搬費

区 分

指定管理料

計 48,141

3,414

［平成22年度の収入計画］

［平成22年度の収入計画］

※ 利用料金収入の積算にあたっては、別紙５「平成20年度使用料収入実績内訳書」を参考にしてください。

消耗品費

具体的な積算（単位：千円）

具体的な積算（単位：円）

21,968

利用料金
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収 支 計 画 書

金額（単位：千円）

35,421
施設・設備使用料 9,937
武道教室受講料 2,783

区分 内訳 金額（単位：千円）

施設長 5,484,000

給与 副施設長 4,059,600

手当等 サービススタッフ(４名分) 10,405,200

法定福利費 本社・神奈川支店応援経費 1,975,200
コールセンター要員費 44,400

給水設備保守 140,400
電気設備保守 242,400
消防用設備 240,000
害虫駆除業務 175,200
空気環境測定 126,000
空調設備 96,000
機械警備及び緊急対応業務 366,000

光熱水費 6,462
修繕費 423 庁舎備品修理代、体育用具修理代

庁舎清掃 3,273,600
樹木剪定 140,400

印刷代、消耗品 462,000

庁舎管理用品代 720,720

電話代 92,400

放送受信料(地上契約) 14,400

ホームページ運営費 92,400

旅費 721 職員交通費 720,720

リース代 290 パソコン・プリンター・コピー・FAX 290,400

2,926

6,877

45,849

2,292

48,141

12,720

計

小計

施設等保守管理費

武道教室等事業

管理報酬

消費税

人件費

管理費

事務費

1,386

清掃料等

199

1,183

通信運搬費

区 分

指定管理料

計 48,141

3,414

［平成23年度の収入計画］

［平成23年度の収入計画］

※ 利用料金収入の積算にあたっては、別紙５「平成20年度使用料収入実績内訳書」を参考にしてください。

消耗品費

具体的な積算（単位：千円）

具体的な積算（単位：円）

21,968

利用料金
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収 支 計 画 書

金額（単位：千円）

35,421
施設・設備使用料 9,937
武道教室受講料 2,783

区分 内訳 金額（単位：千円）

施設長 5,484,000

給与 副施設長 4,059,600

手当等 サービススタッフ(４名分) 10,405,200

法定福利費 本社・神奈川支店応援経費 1,975,200
コールセンター要員費 44,400

給水設備保守 140,400
電気設備保守 242,400
消防用設備 240,000
害虫駆除業務 175,200
空気環境測定 126,000
空調設備 96,000
機械警備及び緊急対応業務 366,000

光熱水費 6,462
修繕費 423 庁舎備品修理代、体育用具修理代

庁舎清掃 3,273,600
樹木剪定 140,400

印刷代、消耗品 462,000

庁舎管理用品代 720,720

電話代 92,400

放送受信料(地上契約) 14,400

ホームページ運営費 92,400

旅費 721 職員交通費 720,720

リース代 290 パソコン・プリンター・コピー・FAX 290,400

2,926

6,877

45,849

2,292

48,141

12,720

計

小計

施設等保守管理費

武道教室等事業

管理報酬

消費税

人件費

管理費

事務費

1,386

清掃料等

199

1,183

通信運搬費

区 分

指定管理料

計 48,141

3,414

［平成24年度の収入計画］

［平成24年度の収入計画］

※ 利用料金収入の積算にあたっては、別紙５「平成20年度使用料収入実績内訳書」を参考にしてください。

消耗品費

具体的な積算（単位：千円）

具体的な積算（単位：円）

21,968

利用料金



- 4 -

収 支 計 画 書

金額（単位：千円）

35,421
施設・設備使用料 9,937
武道教室受講料 2,783

区分 内訳 金額（単位：千円）

施設長 5,484,000

給与 副施設長 4,059,600

手当等 サービススタッフ(４名分) 10,405,200

法定福利費 本社・神奈川支店応援経費 1,975,200
コールセンター要員費 44,400

給水設備保守 140,400
電気設備保守 242,400
消防用設備 240,000
害虫駆除業務 175,200
空気環境測定 126,000
空調設備 96,000
機械警備及び緊急対応業務 366,000

光熱水費 6,462
修繕費 423 庁舎備品修理代、体育用具修理代

庁舎清掃 3,273,600
樹木剪定 140,400

印刷代、消耗品 462,000

庁舎管理用品代 720,720

電話代 92,400

放送受信料(地上契約) 14,400

ホームページ運営費 92,400

旅費 721 職員交通費 720,720

リース代 290 パソコン・プリンター・コピー・FAX 290,400

2,926

6,877

45,849

2,292

48,141

12,720

計

小計

施設等保守管理費

武道教室等事業

管理報酬

消費税

人件費

管理費

事務費

1,386

清掃料等

199

1,183

通信運搬費

区 分

指定管理料

計 48,141

3,414

［平成25年度の収入計画］

［平成25年度の収入計画］

※ 利用料金収入の積算にあたっては、別紙５「平成20年度使用料収入実績内訳書」を参考にしてください。

消耗品費

具体的な積算（単位：千円）

具体的な積算（単位：円）

21,968

利用料金



- 5 -

収 支 計 画 書

金額（単位：千円）

35,421
施設・設備使用料 9,937
武道教室受講料 2,783

区分 内訳 金額（単位：千円）

施設長 5,484,000

給与 副施設長 4,059,600

手当等 サービススタッフ(４名分) 10,405,200

法定福利費 本社・神奈川支店応援経費 1,975,200
コールセンター要員費 44,400

給水設備保守 140,400
電気設備保守 242,400
消防用設備 240,000
害虫駆除業務 175,200
空気環境測定 126,000
空調設備 96,000
機械警備及び緊急対応業務 366,000

光熱水費 6,462
修繕費 423 庁舎備品修理代、体育用具修理代

庁舎清掃 3,273,600
樹木剪定 140,400

印刷代、消耗品 462,000

庁舎管理用品代 720,720

電話代 92,400

放送受信料(地上契約) 14,400

ホームページ運営費 92,400

旅費 721 職員交通費 720,720

リース代 290 パソコン・プリンター・コピー・FAX 290,400

2,926

6,877

45,849

2,292

48,141

12,720

計

小計

施設等保守管理費

武道教室等事業

管理報酬

消費税

人件費

管理費

事務費

1,386

清掃料等

199

1,183

通信運搬費

区 分

指定管理料

計 48,141

3,414

［平成26年度の収入計画］

［平成26年度の収入計画］

※ 利用料金収入の積算にあたっては、別紙５「平成20年度使用料収入実績内訳書」を参考にしてください。

消耗品費

具体的な積算（単位：千円）

具体的な積算（単位：円）

21,968

利用料金
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収 支 計 画 書 （補足資料）

【月額】（単位：円）

区分 内訳 金額
施設長

457,000

給与 副施設長

338,300

手当等 サービススタッフ(４名分)

867,100

法定福利費 本社・神奈川支店応援経費

164,600

コールセンター要員費

3,700

［人件費］ 平成２２年度～２６年度共通

具体的な積算

1,830,700

人件費



様式３

委託予定業務一覧表（武道館)

業務名 業務内容 委託を行う理由 委託に係る予算 委託期間 委託先選定方法

弓道教室等 弓道の指導
専門指導が必要の
ため神奈川県弓道
連盟に委託

H22.4.1～
H27.3.31

現行講師を派遣
している連盟の
ため

柔道教室等 柔道の指導
専門指導が必要の
ため神奈川県柔道
連盟に委託

H22.4.1～
H27.3.31

現行講師を派遣
している連盟の
ため

剣道教室等 剣道の指導
専門指導が必要の
ため神奈川県剣道
連盟に委託

H22.4.1～
H27.3.31

現行講師を派遣
している連盟の
ため

短剣道教室等 短剣道の指導
専門指導が必要の
ため神奈川県短剣
道連盟に委託

H22.4.1～
H27.3.31

現行講師を派遣
している連盟の
ため

空手道教室等 空手道の指導
専門指導が必要の
ため神奈川県空手
道連盟に委託

H22.4.1～
H27.3.31

現行講師を派遣
している連盟の
ため

なぎなた教室等 なぎなたの指導
専門指導が必要の
ため神奈川県なぎ
なた連盟に委託

H22.4.1～
H27.3.31

現行講師を派遣
している連盟の
ため

少林寺拳法教室
等

少林寺拳法の指
導

専門指導が必要の
ため神奈川県少林
寺拳法連盟に委託

H22.4.1～
H27.3.31

現行講師を派遣
している連盟の
ため

武術太極拳教室
等

武術太極拳の指
導

専門指導が必要の
ためNPO法人神奈
川県武術太極拳連
盟に委託

H22.4.1～
H27.3.31

現行講師を派遣
している連盟の
ため

テコンドー教室
等

テコンドーの指
導

専門指導が必要の
ため神奈川県テコ
ンドー協会に委託

H22.4.1～
H27.3.31

現行講師を派遣
している協会の
ため

スポーツチャン
バラ教室等

スポーツチャン
バラの指導

専門指導が必要の
ため神奈川県ス
ポーツチャンバラ
協会に委託

H22.4.1～
H27.3.31

現行講師を派遣
している協会の
ため

合気道教室等 合気道の指導
専門指導が必要の
ため神奈川県合気
道連盟に委託

H22.4.1～
H27.3.31

現行講師を派遣
している連盟の
ため

給水保守業務
受水槽の点検清
掃、簡易専用水道
法定検査

専門業務・法定点
検のため清掃業
者・点検業者に委
託

140千円/年
H22.4.1～
H27.3.31

当社業者選定基
準に基づき選定

電気工作物保守
点検業務

電気設備の法定
点検

法定点検のため専
門業者に委託

242千円/年
H22.4.1～
H27.3.31

当社業者選定基
準に基づき選定

2,954千円/年



業務名 業務内容 委託を行う理由 委託に係る予算 委託期間 委託先選定方法

消防設備点検業
務

消防設備の法定
検査

法定点検のため専
門業者に委託

240千円/年
H22.4.1～
H27.3.31

当社業者選定基
準に基づき選定

害虫駆除業務 館内の害虫駆除
専門業務のため専
門業者に委託

175千円/年
H22.4.1～
H27.3.31

当社業者選定基
準に基づき選定

空気環境測定業
務

館内の空気環境
測定

専門業務のため専
門業者に委託

126千円/年
H22.4.1～
H27.3.31

当社業者選定基
準に基づき選定

空調設備点検
空調設備の点
検、清掃

専門業務のため空
調保守業者に委託

96千円/年
H22.4.1～
H27.3.31

当社業者選定基
準に基づき選定

機械警備、緊急
対応業務

夜間、休館日の
機械警備、緊急
対応

専門業務のため警
備業者に委託

366千円/年
H22.4.1～
H27.3.31

当社業者選定基
準に基づき選定

日常清掃、定期
清掃業務

館内の清掃
専門業務のため清
掃業者に委託

3,274千円/年
H22.4.1～
H27.3.31

当社業者選定基
準に基づき選定

植栽剪定業務
敷地植栽の剪
定、管理

専門業務のため植
栽剪定業者に委託

140千円/年
H22.4.1～
H27.3.31

当社業者選定基
準に基づき選定


