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１ 指定管理者候補の選定について 

行政改革推進本部幹事会において、国際文化観光局、スポーツ局及び環境農政局が設

置する外部評価委員会の評価を踏まえ、かながわアートホールなど５募集単位の指定管

理者候補を選定した。 

なお、幹事会において各局に異論がなかったため、行政改革推進本部構成員への報告

をもって決定とする。 

２ 行政改革推進本部幹事会の開催状況 

(1) 構成員 

政策局副局長、総務局総務室長、くらし安全防災局副局長、国際文化観光局副局長

（国際文化観光局総務室管理担当課長が代理出席）、スポーツ局副局長、環境農政局

副局長、福祉子どもみらい局副局長、健康医療局副局長、産業労働局副局長、県土整

備局副局長、会計局副局長（会計局会計課副課長が代理出席）、横須賀三浦地域県政

総合センター総務部長、県央地域県政総合センター副所長、湘南地域県政総合センタ

ー副所長、県西地域県政総合センター副所長、企業局副局長、教育局副局長、人事委

員会副事務局長、監査事務局事務局長、労働委員会副事務局長、警察本部警務課企画

室長 

(2) 説明者 

共生社会推進担当部長、事務局（行政管理課長） 

(3) 陪席者 

総合政策課長、人事課長、財政課副課長、文化課長、スポーツ課長等 

(4) 開催日 

令和元年５月21日（火） 

 

（参考）行政改革推進本部幹事会までの選定経過 

外部評価委員会 

・構成員 

有識者等５～６名（原則として、学識経験者、経理に識見を有する者、労務管理

に精通した者、施設利用者代表等から選任） 

・開催状況 

施設名 外部評価委員会名称 
開催 
回数 

開催日 

かながわアートホール 
神奈川県立かながわアートホ
ール指定管理者外部評価委員
会 

２回 

・平成30年 
10月22日（月） 

・平成31年 
４月15日（月） 

スポーツ会館 

神奈川県立スポーツ施設指定
管理者評価委員会 

２回 

・平成30年 
10月17日（水） 

・平成31年 
４月25日（木） 

武道館 

西湘地区体育センター 

秦野ビジターセンター及び西
丹沢ビジター 

神奈川県立のビジターセンタ
ー指定管理者外部評価委員会 

２回 

・平成30年 
10月23日（火） 

・平成31年 
 ４月12日（金） 
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・外部評価の状況 

申請団体から提出された申請書について、選定基準に沿って書面評価及び面接評

価を行った。 
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３ 行政改革推進本部幹事会における選定結果 

施設番号１：かながわアートホール 

 (1) 指定管理者候補選定理由 

指定管理者候補 公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団グループ 

選定 

理由 

神奈川県立かながわアートホール指定管理者外部評価委員会での評価結果

を確認したところ､選定基準に沿った適切な評価が行われている。 

【サービスの向上】 

○ サービスの向上に係る提案内容は全体的に丁寧にまとめられており、

内容も詳細で、実現すればアートホールの活性化に繋がるという点で高

く評価できる。 

○ 利用者獲得のための具体的な施策として、現在行っている自主事業の

他に、小学生とそのご家族を対象とした「はじめての音楽会」、地域の

主婦層、乳幼児連れの方を対象とした「ランチタイムコンサート」の企

画や、保土ケ谷公園とコラボレーションをする「ロックフェスティバル

の開催等、様々な主催事業を展開しようとしている点について、アート

ホールの活性化を期待できる。 

○ 危機管理体制についても「火災」、「地震」等に加え、「テロ・爆発

物」を含む様々な事故発生時を想定した対応マニュアルを作成しており

緊急時の際は利用者の安全を第一に考えて対応できると考えられる。 

【管理経費の節減等】 

○ 提案額の積算は適切になされており、かつ、県の積算額を下回った提

案額となっている。 

【団体の業務遂行能力】 

○ 館内における外国語表示の案内や、施設及び利用案内について英語の

パンフレットを作成するなど、東京2020大会に向けて外国人に対する具

体的なコミュニケーション支援策が挙げられている点で評価できる。 

○ 応募団体の構成員である株式会社横浜アーチストは、かながわアート

ホールの他に、舞台関係の業務委託を中心として、同規模のホールの管

理運営の実績がある。 

○ 利用者数は平成27年度は49,936人、平成28年度は54,059人、平成29年

度は55,438人と年々増加しており、過去の利用者満足度調査においても

高い評価を得ていることから、これまでのかながわアートホールの管理

運営において、指定管理者としての適切な業務遂行能力を有していると

考えられる。 

 

 

 

 

、 

」 
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(2) 神奈川県立かながわアートホール指定管理者外部評価委員会の評価点 

順

位 
団体名（所在地） 

選定基準大項目別点数 
合計点 

 

(100点) 

サービス 
の向上 

 
(50点) 

管理経費
の節減等 

 
(25点) 

団体の 
業務遂行
能力 
(25点) 

１ 
公益財団法人神奈川フィルハーモニー管

弦楽団グループ（横浜市） 
39 25 16 80 

(3) 行政改革推進本部幹事会における選定結果 

公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団グループを指定管理者候補として選定

する。 
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施設番号２：スポーツ会館 

 (1) 指定管理者候補選定理由 

指定管理者候補 公益財団法人神奈川県体育協会 

選定 

理由 

神奈川県立スポーツ施設指定管理者評価委員会での評価結果を確認したと

ころ、選定基準に沿った適切な評価が行われている。 

【サービスの向上】 

〇 利用者が「また行ってみたい」と思う幼児・ジュニア・社会人・高齢

者・障がい者向けのプログラムを提供し、未病の改善を図るほか、これ

までの運営の実績に加えてホスピタリティの向上を図ることとしており

指定管理業務実施にあたっての考え方や運営方針等について新たな展開

を提案していることは評価できる。 

〇 協会加盟団体をターゲットに総会・理事会・研修会の会場としてスポ

ーツ会館の活用をＰＲすることとしており、団体の特性を活かした利用

率の向上が期待できる。 

〇 年間37日間の開館日拡大やベビーベッドの新設、未病改善をコンセプ

トにしたリラックスゾーンの設置等の提案があり、集客の向上が期待で

きる。 

〇 総合型地域スポーツクラブや協会加盟団体の協力を得て、スポーツ教

室や指導者研修会を実施することとしており、団体の特性を活かした施

設運営が期待できる。 

〇 窓口にコミュニケーションボードや筆談ボード、自動翻訳機、老眼鏡

を設置し、車いすの介助や配架物の低層化を行うこととしており、誰も

が円滑に施設を利用するための取組みが期待できる。 

【管理経費の節減等】 

○ 提案額は適切に積算されており、県の積算額より節減されている。 

【団体の業務遂行能力】 

〇 財政的な能力やこれまでの実績等から、業務遂行能力を有していると

考えられる。 

〇 過去の不祥事についても適切に対応している。 

(2) 神奈川県立スポーツ施設指定管理者評価委員会の評価点 

順

位 
団体名（所在地） 

選定基準大項目別点数 
合計点 

 

(100点) 

サービス 
の向上 

 
(50点) 

管理経費
の節減等 

 
(25点) 

団体の 
業務遂行
能力 
(25点) 

１ 
公益財団法人神奈川県体育協会(横浜

市) 
44 25 20 89 

(3) 行政改革推進本部幹事会における選定結果 

公益財団法人神奈川県体育協会を指定管理者候補として選定する。 

、 
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施設番号３：武道館 

 (1) 指定管理者候補選定理由 

指定管理者候補 シンコースポーツ株式会社 

選定 

理由 

神奈川県立スポーツ施設指定管理者評価委員会での評価結果を確認したと

ころ、選定基準に沿った適切な評価が行われている。 

【サービスの向上】 

〇 シンコースポーツ株式会社は、現在行われている武道振興事業を継続

しながら、事業を検証改善し、着実に武道の振興を推進していくことが

期待できる。 

〇 「施設の維持管理」について、シンコースポーツ株式会社は、通常の

メンテナンス業務に加え施設利用者・社内危機管理室・県担当課による

安全管理委員会を設置し、定期的な会議を行い安全対策に努めるといっ

た仕組みづくりについて提案をしており、施設利用者の目線で施設の維

持管理を行うことが期待できる点が評価される。 

〇 「利用促進のための取組」について、シンコースポーツ株式会社は、

他地域の公立武道館との連携事業の実施や第２・４月曜日を臨時開館す

るとの具体的な提案があり評価できる。また、シンコースポーツ株式会

社は、従来の武道教室や文化教室の開催に加えて、武道情報コーナーや

サークルラウンジの開設、施設イメージキャラクターの公募等新しい取

組みを提案しており、県民がより武道に親しみやすい施設運営が期待で

きる点が評価される。 

〇 「事故防止等安全管理」について、株式会社東急コミュニティーは、

熱中症対策として扇風機設置、館内放送・巡回による注意喚起の提案や

ＡＥＤ設置場所の工夫などより細やかな提案を行っている点が評価でき

る。 

〇 「地域と連携した魅力ある施設づくり」について、シンコースポーツ

株式会社は、利用者・地域関係団体等で施設運営協議会の開催や、武道

館サポーター制度の導入等を提案していることから、利用者・地域関係

団体等と相互のより良い協力体制の構築やボランティア団体等の育成な

どが期待できる点が評価される。 

【管理経費の節減等】 

○ 双方共に提案額は適切に積算されているが、シンコースポーツ株式会

社の提案額は株式会社東急コミュニティーの提案額より節減されている 

【団体の業務遂行能力】 

〇 株式会社東急コミュニティーは事業規模が大きくスケールメリットが

あることから、業務遂行能力が優れているとの評価であったが、シンコ

ースポーツ株式会社も、公立の武道館及びスポーツ施設の指定管理者と

しての実績が豊富であることや、企業経営が安定していることから、当

該施設の指定管理者候補として十分な業務遂行能力を備えていると考え

られる。 

。 
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第２順位の株式会社東急コミュニティーの提案についても全体的には高評

価であるが、「サービスの向上」及び「管理経費の節減等」に関する項目に

ついては、第１順位のシンコースポーツ株式会社に及ばないため、シンコー

スポーツ株式会社を指定管理者候補とする。 

(2) 神奈川県立スポーツ施設指定管理者評価委員会の評価点 

順

位 
団体名（所在地） 

選定基準大項目別点数 
合計点 

 

(100点) 

サービス 
の向上 

 
(50点) 

管理経費
の節減等 

 
(25点) 

団体の 
業務遂行
能力 
(25点) 

１ 
シンコースポーツ株式会社(東京都中央

区) 
45 25 22 92 

２ 
株式会社東急コミュニティー(東京都世

田谷区) 
42 23 23 88 

(3) 行政改革推進本部幹事会における選定結果 

シンコースポーツ株式会社を指定管理者候補として選定する。 
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施設番号４：西湘地区体育センター 

(1) 指定管理者候補選定理由 

指定管理者候補 ＢＳＣ・三洋装備グループ 

選定 

理由 

神奈川県立スポーツ施設指定管理者評価委員会での評価結果を確認したと

ころ、選定基準に沿った適切な評価が行われている。 

【サービスの向上】 

○ 老朽化の施設現状を把握した予防保全・安全点検を行うこととしてお

り、老朽化が進んでいる施設を着実に管理することが期待できる。 

○ 休館日の削減や新たな自主事業プログラムを提供、カルチャー事業の

拡大や近隣住民のコミュニティスペースとして利用促進を図ることとし

ており、集客の向上が期待できる。 

○ 未病センター設置に向けた、シニアを対象にした健康づくりのための

運動教室を計画しており、未病の改善をテーマとした健康づくりのため

の取組みが評価できる。 

○ 総合型地域スポーツクラブ等、地域の団体・指導者・ボランティアと

連携しながら、既存自主事業に加えてあらたな自主事業を展開すること

としており、当該施設を県西地域のスポーツ振興施設として活用して、

未病の改善・啓発の拠点として運営することが期待できる。 

【管理経費の節減等】 

○ 提案額は適切に積算されており、県の積算額より節減されている。 

【団体の業務遂行能力】 

○ グループ構成会社はいずれも財政的に健全である。 

○ コンプライアンスやこれまでの実績等について特段の指摘はない。 

○ 地域でのボランティア活動の実績や、自主事業による地域貢献、幼児

自然体験キャンプによる環境教育、安価な幼児運動教室の開催等により

「かながわＳＤＧｓパートナー」への登録を目指すこととしており、社

会貢献への姿勢を評価できる。 

(2) 神奈川県立スポーツ施設指定管理者評価委員会の評価点 

順

位 
団体名（所在地） 

選定基準大項目別点数 
合計点 

 

(100点) 

サービス 
の向上 

 
(50点) 

管理経費
の節減等 

 
(25点) 

団体の 
業務遂行
能力 
(25点) 

１ ＢＳＣ・三洋装備グループ(横浜市) 44 25 22 91 

(3) 行政改革推進本部幹事会における選定結果 

ＢＳＣ・三洋装備グループを指定管理者候補として選定する。 
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施設番号５：秦野ビジターセンター及び西丹沢ビジターセンター 

 (1) 指定管理者候補選定理由 

指定管理者候補 公益財団法人神奈川県公園協会 

選定 

理由 

神奈川県立のビジターセンター指定管理者外部評価委員会での評価結果を

確認したところ、選定基準に沿った適切な評価が行われている。 

【サービスの向上】 

〇 現在、実施している利用促進のための取組を引き続き実施するととも

に、その取組を発展させた新たな取組の提案がなされており、ビジター

センターの目的である県民の自然環境への理解に資する施設としての運

営が期待できる。 

〇 最新の自然・登山道情報を利用者へ提供し、また、地元警察等と連携

して、登山計画書の提出を呼び掛けるなど、山岳での事故防止に努める

ほか、企画展としてボランティア団体の活動の発表の場を設けるなど、

ビジターセンターに期待される地域と連携した魅力ある施設づくりにつ

いても、十分な提案がなされていると評価できる。 

【管理経費の節減等】 

〇 管理に要する経費の提案額の積算は適切になされており、かつ、県の

積算額を下回った提案となっている。 

【団体の業務遂行能力】 

〇 財政的な能力については、外部評価委員会において、経理に関する識

見を有する委員から、指定管理業務を実施するに当たって十分である旨

の意見が述べられており、経営状況等は良好であると評価できる。 

〇 労働関係の諸規程、個人情報保護及び情報公開の規程についても整備

されており、法定雇用率についても達成されている。また、事故や不祥

事発生の際の対応についても要領で規定されており、過去３年間に重大

な事故または不祥事がないなど、コンプライアンス、事故・不祥事への

対応、個人情報保護についても問題がないと考えられる。 

〇 手話言語条例に対応するための職員への手話の研修、ともに生きる社

会かながわ憲章の普及啓発なども実施しているほか、SDGｓへの取組につ

いても充実しており、県の施策への理解、協力も認められる。 

(2) 神奈川県立のビジターセンター指定管理者外部評価委員会の評価点 

順

位 
団体名（所在地） 

選定基準大項目別点数 
合計点 

 

(100点) 

サービス 
の向上 

 
(50点) 

管理経費
の節減等 

 
(25点) 

団体の 
業務遂行
能力 
(25点) 

１ 公益財団法人神奈川県公園協会（横浜市） 42 25 21 88 

(3) 行政改革推進本部幹事会における選定結果 

公益財団法人神奈川県公園協会を指定管理者候補として選定する。 
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４ 議事録（要約） 

（組織人材部長） 

「指定管理者候補の選定について」、事務局から説明をお願いします。 

（行政管理課長） 

今年度指定管理期間が終了する「かながわアートホール」、「スポーツ施設」及び「秦野ビジタ

ーセンター及び西丹沢ビジターセンター」の指定管理者候補の選定について御審議いただきます。 

資料は、外部評価委員会での主な評価、評価点、局の意見をまとめたものです。 

評価点ですが、指定管理者制度の運用に関する指針において、「Ⅰサービスの向上」50点「Ⅲ団

体の業務遂行能力」25点の合計75 点中、６割に当たります45 点が最低基準点としており、いずれ

の施設もこの最低基準点を上回っています。 

まずは「１ かながわアートホール」について、応募方法は公募で指定管理は３期目です。応募

団体は１団体で、現指定管理者の公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団グループです。評

価点は、「サービスの向上」が39点、「管理経費の節減等」が25点、「団体の業務遂行能力」が16

点で合計80点でした。外部評価委員会の評価としては、サービス向上に向けた努力が感じられる一

方で、サービス向上で提案した内容を担保できるよう、団体の業務遂行能力をさらに向上させるこ

とを期待する意見がありました。局の意見としては、外部評価委員会の評価結果は適切であり、ま

た、「サービスの向上」については、アートホールの活性化に繋がるという点で高く評価できると

しています。「管理経費の節減等」については、県の積算額を下回った提案額となっており、５年

間の総額は5億2,398万2千円です。「団体の業務遂行能力」については、東京2020大会に向けて外国

人に対する具体的なコミュニケーション支援策が挙げられている点が評価できるとしています。 

次に、「２ スポーツ会館」について、応募方法は公募で指定管理は４期目です。応募団体は１

団体で、現指定管理者の公益財団法人神奈川県体育協会です。評価点は、「サービスの向上」が44

点、「管理経費の節減等」が25点、「団体の業務遂行能力」が20点で合計89点でした。外部評価委

員会の評価としては、指定管理業務に対する考え方や運営方針は評価でき、サービスの向上に向け

て努力しているという評価を得ています。一方で施設の維持・安全管理について、利用促進といっ

た運営面での更なるアイデアを期待するといったコメントがありました。局の意見としては、外部

評価委員会の評価結果は適切であり、「サービスの向上」については、指定管理業務実施にあたっ

ての考え方や運営方針等について新たな展開を提案していることは評価できるとしています。「管

理経費の節減等」については、県の積算額より節減されていまして、５年間の総額は9,198万9千円

です。「団体の業務遂行能力」についても、十分な能力を有していると考えられるとしています。 

次に、「３ 武道館」について、応募方法は公募で指定管理は３期目で、現指定管理者は株式会

社東急コミュニティーです。この施設のみ２者応募がありました。一者がシンコースポーツ株式会

社、もう一者が株式会社東急コミュニティーでした。評価点は、シンコースポーツ株式会社が合計

92点、株式会社東急コミュニティーが合計88点という結果で、点差は４点です。シンコースポーツ

株式会社への外部評価委員会の評価は、公立の武道館やスポーツ施設の指定管理者としての実績が

豊富であり、企業経営も安定している点や、サービス面で利用促進を図るための工夫がこらされて

いるだけでなく、競技者の育成と裾野の拡大の両面からのアプローチによる積極的な武道の振興へ

の取組みも期待できるという意見が出ています。株式会社東急コミュニティーへの外部評価委員会

の評価は、事業規模が大きく、団体の業務遂行能力は優れているという評価があった一方で、サー

ビスの向上について、公共施設としてより多くの人が利用しやすくなる工夫が欲しかったという意

見がありました。局の意見としては、外部評価委員会の評価結果は適切であり、「サービスの向上」
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については、シンコースポーツ株式会社は、現在行われている武道振興事業を継続しながら、着実

に武道の振興を推進していくことが期待できるとしています。「管理経費の節減等」については、

シンコースポーツ株式会社の提案額は、株式会社東急コミュニティーの提案額より節減されており、

５年間の総額は1億5,015万円です。「団体の業務遂行能力」については、シンコースポーツ株式会

社も、公立の武道館及びスポーツ施設の指定管理者としての実績が豊富であることを評価していま

す。結論としては、シンコースポーツ株式会社を指定管理者候補としたいとしています。 

次に、「４ 西湘地区体育センター」について、応募方法は公募で指定管理は３期目です。応募

団体は１団体で、現指定管理者のＢＳＣ・三洋装備グループです。評価点は、「サービスの向上」

が44点、「管理経費の節減等」が25点、「業務遂行能力」が22点で合計91点でした。外部評価委員

会の評価としては、出前スポーツ教室など地域に密着した運営を提案していると評価されています。

一方で、「健康づくり」を意識した取組を期待するといった要望等がありました。局の意見として

は、外部評価委員会の評価結果は適切であり、「サービスの向上」については、総合型地域スポー

ツクラブ等、地域の団体・指導者・ボランティアと連携しながら、自主事業を展開することとして

おり、当該施設を県西地域のスポーツ振興施設として活用して、未病の改善・啓発の拠点として運

営することが期待できるとしています。「管理経費の節減等」については、県の積算額より節減さ

れており、５年間の総額は8,961万7千円です。「団体の業務遂行能力」については、「かながわＳ

ＤＧｓパートナー」への登録を目指すこととしており、社会貢献への姿勢を評価できるとしていま

す。 

最後に「５ 秦野ビジターセンター及び西丹沢ビジターセンター」について、２施設を一括で募

集しました。現行の指定管理者は公益財団法人神奈川県公園協会で、今回応募があったのも、公益

財団法人神奈川県公園協会です。評価点は、「サービスの向上」が42点、「管理経費の節減等」が

25点、「業務遂行能力」が21点で合計88点でした。外部評価委員会の評価としては、現在行ってい

る指定管理業務の提案内容に加え、新たな提案があり、様々なことにチャレンジする姿勢を評価し

ている一方で、丹沢では様々な団体が活動しているため、協会が中心となって、地域と連携した活

動をさらに進めてほしいとの要望がありました。局の意見としては、外部評価委員会の評価結果は

適切であり、「サービスの向上」については、新たな取組の提案がなされており、ビジターセンタ

ーの目的である県民の自然環境への理解に資する施設としての運営が期待できるとしています。

「管理経費の節減等」については、県の積算額を下回った提案となっており、５年間の総額は、2億

2,740万5千円です。「団体の業務遂行能力」については、ＳＤＧｓへの取組が充実しており、県の

施策への理解、協力も認められるとしています。 

説明は以上です。指定管理者制度を所管する行政管理課として、指定管理者候補の選定について

適切な手続きが行われていることを確認しています。 

（組織人材部長） 

ただいまの説明につきまして、御意見、御質問をお願いします。 

（県西地域県政総合センター副所長） 

武道館の指定管理者候補であるシンコースポーツ株式会社は、公立の武道館での指定管理を行っ

ているとのことですが、他の公の武道館というのはどこのことを指しているのか教えていただきた

い。 

（スポーツ局副局長） 

武道館としては、兵庫県、神奈川県、新潟県のそれぞれの県立武道館の指定管理者となっていま

す。また、横浜市でも、港北のスポーツセンターなど、県内での実績もあるので、特に問題はない
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と考えています。 

（組織人材部長） 

他にはいかがでしょうか。 

施設所管局から、今の説明について、補足したい点等ありますか。 

（スポーツ局副局長） 

武道館につきましては、今回、指定管理者が変わりますので、今後議案説明のタイミングで、県

議会・県民、武道団体に対しても丁寧に説明していきたいと考えています。 

（政策局副局長） 

武道館の評価について、サービスの向上で３点差がついていますが、具体的にどういった点で点

差がついたのですか。 

（スポーツ局副局長） 

一番は、地域の武道団体との運営協議会の開催や、武道館のサポーター制度の導入をしていきた

いという、新しい、具体的な提案がされている点です。また、開館日についても、月曜日は休館日

なのですが、シンコースポーツは第２・４月曜日は臨時開館したいといった具体的な提案がありま

した。一方で東急コミュニティーは、「意見を聞きながら開館日の拡大について検討したい」とい

うことでした。そういった提案内容の具体性に差があったということです。 

また、基本的には両者とも、実績がありますが、シンコースポーツは他の県立の武道館の指定管

理者としての実績がある点でも評価されました。 

（組織人材部長） 

他にはいかがでしょうか。 

指定管理者候補の選定について妥当としてよいでしょうか。 

（一同異議なし） 

（組織人材部長） 

 異議がないようですので、「指定管理者候補の選定について」、原案のとおりとします。 

なお、本件は、行政改革推進本部の所掌事項ですが、いずれも最低基準点を上回り、また２者応

募のあった武道館についても外部評価委員会の結果を踏まえ、より評価できる者を選定しているこ

とから、本部会議での議論が必要ない議題として整理させていただき、知事、副知事等の同本部構

成員への報告をもって、行政改革推進本部での決定としてよいでしょうか。 

（一同異議なし） 

（組織人材部長） 

この結果について行政改革推進本部構成員に報告し、特段の御意見がなければ、この幹事会の結

果をもって行政改革推進本部の決定とします。 

 

 幹事会の結果について、行政改革推進本部構成員に報告したところ、意見はなかった。 


