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神奈川県立神奈川近代文学館内喫茶室運営事業者 募集要項 

 

１ 喫茶室運営事業者の募集について 

  神奈川県立神奈川近代文学館（以下「神奈川近代文学館」という。）は、横浜市中区の

港の見える丘公園内にある文学館です。令和４年３月まで運営していた喫茶室が退居し

たため、再び来場者へのサービス提供、賑わいの創出を図る観点から、喫茶室を運営する

事業者を募集します。 

 

２ 基本的な運営方針 

  神奈川近代文学館は神奈川ゆかりの近代文学資料を収集、整理、保存及び展示を行うほ

か、県民の文学に対する理解と関心を高め、個性的で文化の香り豊かな神奈川を創造する

拠点として重要な施設です。 

  この神奈川近代文学館に来館される方々に対するサービスの一環として、文学の拠点

にふさわしい時間と空間を提供できる喫茶事業を行うとともに、提供するメニューにつ

いては公共施設であることを考慮し、利用しやすい価格とすることを基本的な方針とし

ます。 

 

３ 施設の概要 

(1) 所在地 横浜市中区山手町 110（港の見える丘公園内） 

(2) 施設の設置目的 

 近代文学に係る図書及びその著者の文学資料等を収集し、整理保存し、及び展示し、

並びに近代文学に係る図書を閲覧に供するとともに、併せて県民に文化活動の場を提供

することを目的とする。 

(3) 設置条例 

   神奈川県立神奈川近代文学館条例（昭和 59年３月 31日神奈川県条例第３号） 

(4) 施設等の概要 

建物構造 鉄筋コンクリート造 地下３階・地上２階 

建物規模 1,971.6㎡ 

建築時期 昭和 59年３月（平成６年一部増築） 

年間利用者数 

 

令和元年度 72,085人（３月４日～31日の間休館） 

令和２年度 14,066人（４月１日～６月12日及び１月12日～３月14日の

間休館） 

令和３年度 29,787人（12月１日～３月31日の間休館） 

令和４年度 36,556人（９月30日現在） 

開館時間 ９時 30 分から 17 時まで（閲覧室は 18 時 30 分、会議室は予約のある

場合最大 21時まで） 
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休館日 月曜日（祝日の場合は開館）、年末年始（12月 28日から１月４日） 

その他、展示替えや工事等による臨時休館あり。 

施設の管理運

営 

公益財団法人神奈川文学振興会が指定管理者として実施。 

 

４ 運営事業の概要 

(1) 店舗の規模 

    展示館１階ミュージアムショップ横 

客席及び厨房 面積約 55㎡（トイレ及び倉庫含む） 

(2) 営業開始時期 

    喫茶室の開店準備のための引き渡し及び営業開始時期は、運営事業者決定後に県との

協議により決定することとします。 

 

５ 運営の条件 

(1) 営業日、営業時間 

ア 営業日 

営業日は、神奈川近代文学館の休館日を除く毎日を想定していますが、別に定休日

を設けることも可能です。定休日等の設定については企画提案書で提案してください。 

イ 営業時間 

営業時間は、９時30分から17時の間で設定してください。また、ランチタイム（11

時～15時）に３時間以上、連続して営業するようにしてください。 

ウ 営業日及び営業時間の変更 

営業日及び営業時間の変更にあたっては、県と協議を行い、必ず利用者に対する周

知徹底を図ってください。 

(2) 運営内容 

「２ 基本的な運営方針」を踏まえ、神奈川近代文学館の設置目的に沿って、子どもか

ら大人まで利用しやすい喫茶室としてください。 

また、神奈川近代文学館で実施される展覧会等と連携した運営にも御協力ください。 

(3) 使用許可条件 

ア 使用許可の方法 

神奈川県による「地方自治法」（昭和 22年法律第 67号）第 238条の４第７項に基づ

く行政財産の使用許可とします。 

イ 使用許可期間 

喫茶室の開業に必要な工事等（(4)参照）の開始日から令和６年３月 31日までとし、

以降、３年ごとに更新手続きが必要です。 

ウ 使用料 
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使用料は、神奈川県の「行政財産の用途又は目的を妨げない限度における使用に係

る使用料に関する条例」（昭和 39年神奈川県条例第 79号）等に基づき算定した額を、

年度ごとに一括納付していただきます。 

     なお、年間使用料（令和５年度）は約 41万円（税込）を想定しています。 

 (4) 無償貸与設備等について 

内装、客席用テーブル、客席用イス、一部厨房設備等（資料２「無償貸与設備等一覧」

参照）が使用できます。無償貸与設備の保守、修理は運営事業者の費用負担となります。

無償貸与設備の故障に伴う撤去にかかる費用については、県が負担することとします。 

電話については神奈川近代文学館内線専用機を１台設置しております。 

(5) 喫茶室の運営に必要な工事等 

前記(4)以外で、喫茶室の運営に必要な内装工事、調度備品類の調達は、運営事業者の

費用負担となります。避難経路が確保できなくなる等、安全性能に影響する工事や調度

備品類の設置は行えません。内装工事の設計及び工事の実施、調度備品類の搬入に当た

っては、関係機関との事前調整が必要です。 

(6) その他経費の負担 

  前記(4)及び(5)のほか、喫茶室運営に係る従業員人件費、原材料費、リネン・ユニフ

ォーム等のクリーニング代、光熱水費、設備及び備品の維持にかかる費用、清掃代、ご

み処理費、電話料金（加入権、工事費を含む。）、各保険料等の費用については、運営事

業者において負担していただきます。 

なお、光熱水費は、神奈川近代文学館の指定管理者が施設全体で電気等供給運営事業

者と契約を行い、喫茶室で使用した電気、水道の料金は子メーターから算出した使用料

金を請求させていただきます。ガスについては、供給事業者と個別に契約していただき

ます。 

 (7) 提供メニューについて 

飲料及び軽食の提供ができるのであれば、特に品目は限定しません。 

ただし、喫茶室以外の建物内施設の利用に影響を与えるような、調理時や料理そのも

のの匂いが強いメニューについては、提供できません。 

なお、神奈川近代文学館のホール及び会議室等の利用者に対して、配達、配膳等を行

うことはアルコール類を除き差し支えありません。その際には、利用後の机上清掃とご

みの回収を実施していただきます。 

(8) 食品残さについて 

施設で横浜市に提出する「減量化・資源化計画書」に廃棄物の実績を記載しますので、

指定管理者への情報提供及び食品残さ削減への御協力をお願いします。（横浜市廃棄物

等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例第 18条） 

(9) 消防関係 

施設は消防法第８条第１項の防火対象物です。消防用設備管理のため指定管理者等が



 

4 

 

喫茶室内へ立ち入ることがあります。また、消防訓練に参加をお願いすることがありま

す。 

 (10) 喫煙について 

     喫茶室内は禁煙とします。 

 

６ 応募資格 

(1) 飲食店又は喫茶店の営業・運営に携わった実績があること。 

(2) 税金の滞納がなく、財務状況が良好であること。 

(3) 営業時間内に、従業員を指導監督できる責任者が常駐できること。 

(4) グループで申請する場合は次の事項に留意すること 

ア 複数の法人その他の団体がグループで申請する場合は、代表する法人又は団体を定

めること。 

イ 単独で申請した法人又は団体は、グループ申請の構成員として申請することはでき

ません。 

ウ 複数のグループにおいて同時に構成員になることはできません。 

(5) 次の事項に該当するものは応募することができません。 

ア 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第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは暴 

力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にある団体等 

ウ 暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者を役

員に含む団体等。 

 

７ 応募の手続き 

(1) スケジュール 

 内容 日程 

ア 応募書式の公開 令和４年 10月 25日（火） 

イ 質問事項の受付 令和４年 10月 25日（火）から令和４年 11月７日（月）まで 

ウ 現地の見学 令和４年 11 月７日（月）午前、令和４年 11 月 14 日（月）午後

（※要予約） 

エ 応募書類の受付 令和４年 10月 25日（火）から 

令和４年 11月 25日（金）17時 15分まで（必着） 

オ 審査会 令和４年 12月上旬（予定） 

カ 選定結果通知 令和４年 12月中旬（予定） 

キ 使用許可手続・事

業者工事 

令和４年 12月中旬以降（予定） 



 

5 

 

ク 営業開始 令和５年４月以降を予定 

※運営事業者決定後に県との協議により決定します。 

 

(2) 手続きについて 

ア 応募書式の公開 

神奈川県のホームページに応募書式を掲載しますので、ダウンロードして御利用く

ださい。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/cnt/f7788/index.html 

イ 質問事項の受付 

受付期間 令和４年 10月 25日（火）から令和４年 11月７日（月）まで 

質問方法 質問事項をメール本文又は任意の様式に記入のうえ、問合せ先メ

ールアドレスにお送りください。 

回答方法 いただいた質問とその回答は、令和４年 11月 18日（金）までに

文化課のホームページにて公表します。 

 

ウ 現地の見学（希望者のみ。申請に当たって必須ではありません。） 

受付期間 令和４年10月25日（火）から令和４年11月４日（金）まで 

実施日時 

 

令和４年11月７日（月）午前、 

令和４年11月14日（月）午後 

※内容は両日同じです。 

予約方法 日程の調整を行いますので、問合せ先まで御連絡ください。 

 

エ 応募書類の受付 

受付期間 令和４年 10月 25日（火）から 

令和４年 11月 25日（金）17時 15分まで（必着） 

提出先 〒231-8588 

神奈川県横浜市中区日本大通１ 

神奈川県庁エネルギーセンター棟１階 

国際文化観光局文化課 文化事業グループ 

提出方法 持参（土日祝日を除く８時 30分から 17時 15分まで） 

郵送（期日までに必着） 

提出書類 ・神奈川県立神奈川近代文学館内喫茶室運営事業者応募申込書

（様式１） 

・役員等氏名一覧表（様式１の別紙） 

・類似事業実績書（様式２） 

・企画提案書（様式３～６） 
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【添付書類】 

・直近３か年分の税務申告書の写し（税務署受付印のあるもの） 

・直近３か年分の地方税の納税証明書の写し 

・営業に関する資格、免許等の写し 

・過去３年分の財務諸表（賃借対照表、損益計算書） 

【法人】 

・会社概要（書式は任意） 

・定款の写し及び登録事項全部証明書 

【個人】 

・責任者の略歴（書式は任意） 

・住民票記載事項証明書（本人が特定できるもので、本籍、続柄、

マイナンバーの記載がないもの） 

【グループの場合】 

・応募するすべての法人及び個人についての上記書類 

・グループ申請理由書（グループで申請する目的や必要性、構成

員の選定経緯、資本出資及び取引関係等） 

・構成団体及び役割分担等を記載した書類 

提出部数 原本１部、その写し３部 

備考 ・受付期間終了後の応募書類の変更、差替えは受け付けません。 

・必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。 

 

オ 審査会 

実施日 令和４年 12月上旬予定 

実施方法 新型コロナウイルス感染症への対策として対面でのプレゼンテ

ーション、ヒヤリングを書面等に代える場合があります。詳細は、

企画提案書提出者に個別に連絡します。 

 

カ 選定結果通知 

通知日 令和４年 12月中旬予定 

通知方法 企画提案書提出者に選定結果の通知書を郵送します。 

審査結果に対する異議申立ては受け付けません。 

 

８ 選考方法について 

(1) 選考方法 

ア (2)審査基準に基づき、審査会による審査を行い、審査委員の合計得点の平均点が最

も高い提案を選定します。ただし、最高点の提案が複数ある場合は、審査委員が協議
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のうえ決定します。 

イ 審査において、以下のいずれか１つ以上に該当する場合は、順位のいかんに関わら

ず失格となります。 

・審査項目の１つ以上が０点の場合 

・審査委員の合計得点の平均点が 50点未満の場合 

ウ 審査は企画提案書をもとに行います。審査会は令和４年12月上旬を予定しています。

新型コロナウイルス感染症への対策として対面でのプレゼンテーション、ヒヤリング

を書面等に代える場合があります。詳細は、企画提案書提出者に個別に連絡します。 

 

(2) 審査基準 

 審査項目 審査の着眼点 配点（点） 

運

営

体

制 

(1)業務に関する専門

性 

類似した事業の実績があるか ５ 

(2)業務運営体制 ・運営体制（組織図など） 

・従業員の配置計画 

・従業員の教育・訓練方針が整備されているか 

10 

(3)安全管理・食品衛生 ・運営上の安全管理・食品衛生について、事故

防止の体制、対応策がとられているか 

・感染症対策がとられているか 

10 

(4)事業者のコンプラ

イアンス体制 

個人情報保護等、社内コンプライアンス体制の

整備状況 

10 

収

支

計

画 

(5)今後３か年の収支

計画 

安定した経営が見込める収支計画であること 15 

店

舗

の

コ

ン

セ

プ

ト 

(6)経営・サービスの方

針 

・施設の設置目的にふさわしい運営方針であ

り、利用者の視点にたったサービス方針が立て

られていること 

・地域のにぎわいに寄与できる運営方針であ

り、様々な客層に対応できること 

15 

(7)利用しやすい喫茶

室となるような取組・

工夫 

・来場者、施設職員が利用しやすい業態である

こと 

・来場者、施設職員が利用しやすいメニュー及

び提供予定価格であること 

15 

(8)アピールポイント 自社の強み、アイディア、広報手段、集客方法

等、アピールできる事項が認められること 

10 
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(9)環境への配慮 ・食品ロス削減推進への取組 

・かながわプラごみゼロ宣言への取組 

・その他環境に配慮した取組 

10 

 

９ 留意事項 

(1) 県の要求する条件を満たす企画提案としてください。 

(2) 選定結果通知により決定の内示を受けた事業者は運営候補者となり、県と施設運営及

び施設設置に伴う協議を行います。協議が整わない場合や、次の場合は、候補者として

の決定を取り消し、次点者を運営候補者として運営協議を行う場合があります。 

ア 提出書類に虚偽の記載をしたことが確認されたとき。 

イ 審査委員又はその関係者に接触を求めるなど評価の公平性を害する行為を行った

とき。 

ウ 運営候補者の決定から行政財産の使用許可までの間に、運営候補者の事情等により

企画提案した事業の運営が確実に履行できないと判断したとき。 

エ 著しく社会的信用を損なう行為等により運営候補者としてふさわしくないと県が

判断したとき。 

オ 運営候補者が「６ 応募資格」に示す要件に適合しなくなったとき。 

 

10 その他 

(1) 応募に要する経費はすべて事業者の負担となります。 

(2) 営業許可 

運営事業者は営業開始日までに営業許可等の必要な許認可又は届出を行ってくださ

い。許認可又は届出に要する経費は事業者の負担となります。 

(3) 転貸等の禁止 

使用許可場所の他者への転貸、担保に供すること、営業の委託、名義貸し等をするこ

とはできません。 

(4) 店舗における BGM、映像等の使用 

BGM、映像等の使用については、施設の雰囲気に沿い、かつ公共施設であることを考慮

したものとしてください。 

(5) 景観への配慮 

  神奈川近代文学館は港の見える丘公園内の県立の公共施設です。使用許可スペースに

あっても華美な装飾（店内の装飾、看板の設置、メニューの掲示などを含む）は景観を

損ねる恐れがありますので、景観の維持に御配慮ください。 

  詳細につきましては、下記ホームページを御確認ください。 

【山手地区の景観計画・都市景観協議地区（横浜市ホームページ）】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/toshin/kannaikangai/yamate/yamatekeikan2.html 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/toshin/kannaikangai/yamate/yamatekeikan2.html
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  なお、県又は神奈川近代文学館指定管理者が適切でないと判断した場合は、装飾の撤去

等を求めることがあります。その際は速やかに指示に従ってください。 

(6) 原状回復 

使用許可を受けた期間が満了するときは満了日までに、使用許可が取り消されたとき

は別途指定する期日までに、自己負担により使用許可場所を原状に回復し、返還してく

ださい。 

ただし、県が原状回復をする必要がないと認めたときは、この限りではありません。 

※ 使用料は、県が使用許可場所の原状回復を確認し、廃止届を受理する時点まで発生

します。 

(7) その他 

  本募集要項に定めのない事項については、県と協議のうえ、これを定めることとしま

す。 

 

11 問合せ先等 

(1) 問合せ先 

【担当】神奈川県 国際文化観光局 文化課 文化事業グループ 

【所在】〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通１  

神奈川県庁エネルギーセンター棟１階 

【メール】bunkajigyou@pref.kanagawa.lg.jp 

【電話】（直通）045-210-3808（平日８：30～17：15） 

(2) ホームページ 

神奈川近代文学館内喫茶室運営事業者募集にかかる県ホームページ 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/cnt/f7788/index.html 

神奈川近代文学館のホームページ 

https://www.kanabun.or.jp/ 

 


